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「メディア芸術」
の地域性と普遍性

絡み合っています。
この会議ではまず、
「メディア芸術 」を日本文化が置かれてい

─ "クールジャパン " を越えて

る歴史的過程と関係づけること、また世界の他の地域における
─ 吉岡洋

─［PART1］
「メディア芸術」とはいかなる問題であるのか？

文化状況と比較することを通して、この概念が含む問題点を明
─ 確にしたいと考えます。
─［PART2］
日本文化（とりわけマンガやアニメ）が広く世界的に受け

─ 「文化庁メディア芸術祭 」は今年で 14 回目を迎えるわけです

入れられている理由は何か？

が、「メディア芸術 」という概念そのものについて根本的に検討

それらにおいて普遍的に共有されている質とは何であるのか？

されるのは、恐らく本会議が最初ではないかと思われます。
「メ
ディア芸術」という言葉は、かつて批評家の加藤秀俊氏によっ

周知のように今日、日本のゲーム文化、マンガ、アニメなどは

て映画作品やテレビ番組のような複製技術・マスメディアを表現

文化の違いを超えて広く世界的に歓迎され、定着しています。日

手段とする芸術について用いられたことがありました［1］が 、

本文化は、いわば極めて強い繁殖力を持った「ミーム（文化的遺伝

この用法は一般化することはありませんでした。いずれにせよ

［2 ］だと言えるでしょう。
子）
」
その理由を単なるエキゾチシズムに

今日「メディア芸術 」が担わされている意味は、それとはかなり

よるものとして理解できないことは、明白だと思われます。また、

異なります。2001年に制定された「 文化芸術振興基本法 」にお

日本文化がこうした新たな美的領域において端的に「 すぐれて

いては「映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の

いる 」からであると言うだけでは、何も説明したことになりま

電子機器等を利用した芸術 」が「メディア 芸術 」として定義さ

せん。さらに、そうした卓越性の根拠を日本の伝統的な文化的特

れています。また「文化庁メディア芸術祭」は「アート」
「エンター

質の中に求め、
日本文化の中にはそもそも今日のデジタルメディ

「マンガ 」という 4 つの部門か
テインメント」
「 アニメーション」

ア時代に適合的な質が存在していたのだと主張しても、それは

ら成っています。

日本人の文化的なナショナリズムやナルシシズムを満足させる

こうしたことからは、
「メディア芸術 」がどのような概念であ
るのかということは明確ではなく、それどころか当惑を感じざ

ことにはなるでしょうが、そうした議論は理論的な考察からは
ほど遠いと言わなければなりません。

るをえません。まず「メディア芸術 」という語は一見「造形芸術 」

「クールジャパン」と呼ばれている現象が単なる一時的な流行

や「 舞台芸術 」のように「 芸術」の下位概念であるように思える

ではなく、現代日本文化の中に何らかの普遍的に共有可能な質

にもかかわらず、その中に一部門として「 アート（芸術）」が 含ま

が存在するからだとすれば、それはいったい何なのでしょうか？

れています。次に、そこにはゲームなどのエンターテインメント

たしかに、そこには「かわいい」という語が示すような一種の幼

や、
マンガやアニメーションなど、従来はシリアスな意味での「芸

児的心性が関わっていることは十分考えられます。誰もが一度

術」という範疇の外部にあった文化的活動が 重要な構成要素と

は子供だったわけであり、多くの人は大人になってからも心の底

なっています。さらに「メディア芸術 」という日本語は単純に翻

に、幼年時代への郷愁を抱いています。その意味で、幼児的特徴

訳すれば英語の「メディアアート」に対応するはずですが、それ

は文化の持つ普遍的伝達力を説明するひとつの手がかりとなる

は「メディアアート」の通常の意味とはかなり異なります。

GHQ の最高司令官ダグラス・マッカーサーが「日
でしょう。かつて、

「メディア芸術 」という概念はこのようにいくつかの混乱を

本は 12 才の少年」だと述べた話［3］は有名です。また、欧米を

含んでいますが、こうした言葉が鋳造されなければならなかっ

「大人 」とし日本を「 子供 」として語るステレオタイプの言説は、

た歴史的背景は、ある程度理解できます。それは今日の世界に

しばしば好んで用いられます。世界の中で自己を未成熟な存在

（a）
（b）
メディア技術が芸術活動に深く浸透してきたこと、
おいて、

として表象する─ある時は欠点として、ある時は利点として

日本のマンガ、アニメ、ゲームなどが 世界的に強い影響力を持

─ことは、日本人の文化的アイデンティティに深く根ざしてい

（c「
） 芸術（ファインアート）」
を他の文化領域（とり
つに至ったこと、

ると思われます。

わけこれまで「 大衆文化 」と呼ばれてきた領域）から区別する根拠が希

幼児性が広く受け入れられているということは、文化が世界

（a）は世界共通の状況ですが、
（b）
および
薄化していることです。

的な規模において幼児化していることを表しているのでしょう

（c ）
は過去140 年間における日本の近代化の過程、とりわけ太平
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─

か？

日本文化の人気は、グローバルな文化が「ネオテニー（幼

洋戦争後 65 年間において、日本文化がどのように欧米からの影

［4］へと向かっていることを示す徴候なのでしょうか？
形成熟）
」

響を受け、どのように自己を表象してきたかという問題と密接に

この考えは魅力的ですが、それだけではあまりに単純すぎて、

The Locality and Universality of
Media Geijutsu: Beyond "Cool Japan"

and（c）the dividing line between fine art and other
cultural domains（especially the area conventionally referred
to as popular culture）has

─ Hiroshi Yoshioka

become blurred. Factor（a）is

a worldwide phenomenon, but（b）and（c）are closely
intertwined with the question of how Japanese culture
has been influenced by the West and how Japan has

─ ［Part 1］ What issues are inherent to the concept of

Media Geijutsu?

presented itself during the process of its modernization
over the past 140 years, especially the 65 years since the
end of the Second World War.

─ In February 2011, the Agency for Cultural Affairs will host

By clarifying the relationship between Media Geijutsu

the 14th Japan Media Arts Festival, yet this roundtable

and the historical processes that shaped Japanese

is perhaps the first attempt to engage in a radical

culture, and by comparing the cultural situation in Japan

examination of the concept of Media Geijutsu. Sociologist

with that in other parts of the world, this roundtable aims

and media critic Hidetoshi Kato used the term Media

to shed light on issues inherent to the concept of Media

Geijutsu many years ago to refer to arts, such as film

─ Geijutsu

and television, that utilize replication techniques and
mass media as the form of expression, ［1］yet the term

─［Part 2］ Why has Japanese culture (especially manga and

was not adopted into common usage. The term Media

anime) developed a worldwide audience?

Geijutsu has taken on rather a different meaning today.

What universally shared qualities does it have?

The Fundamental Law for the Promotion of Culture and
the Arts passed in 2001 defines Media Geijutsu as "film,

─ It is common knowledge that Japanese video game

manga, animation, and other arts using computers or

culture, manga, and anime have overcome cultural

other electronic devices." Moreover, the Media Arts

differences to be welcomed worldwide today as

Festival held by the Agency for Cultural Affairs comprises

increasingly established genres. Japanese culture has

four divisions: art, entertainment, animation, and manga.

become an extremely fertile meme ［2］ , but clearly

Thus, the concept expressed by the term Media

exoticism alone cannot account for this. Nor can it be

Geijutsu is unclear; in fact, the term causes confusion.

explained by stating that Japanese culture plainly excels

First, although the phrase appears at a glance to denote

in this new aesthetic domain. Moreover, while seeking

a subset of the fine arts, similar to the plastic arts or the

grounds for such excellence in traditional cultural

performing arts, it includes "art" as one of its subsets.

characteristics and claiming that Japanese culture

Second, cultural activities conventionally considered to

always harbored qualities suited to today's digital media

be outside the scope of serious arts-such as video games

age may well satisfy Japanese cultural nationalism and

and other forms of entertainment as well as manga

narcissism, such arguments are far from a reasoned

and animation̶are key elements of the genre. Third,

examination.

the Japanese term "media geijutsu" can be translated

If "Cool Japan" is more than just a passing fad and

literally into English as "media arts," yet it is quite

contemporary Japanese culture harbors some kind of

different from the usual English meaning of that term.

universally shareable qualities, then what exactly are

Although the term Media Geijutsu encompasses

they? One likely candidate is a kind of childlike mentality,

several such confusing aspects, to some extent we can

as reflected in the term kawaii（cute/sweet）. We were all

understand the background that led to its coinage. In

children once, and even as adults many people have

today's world,（a）media technologies have permeated

a deep-seated nostalgia for childhood. In this sense,

many categories of artistic activity,（b）Japanese manga,

childish characteristics are one clue to explaining the

anime, and video games have significant global impact,

universal appeal of Japanese culture. Douglas MacArthur,
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具体的な現象を説明するには不十分だと思われます。むしろ、

しとしては後者であることを期待していることは言うまでもあ

日本のマンガやアニメが発展させてきた多種多様な表現技法、

りません。ですが、たとえ「メディア芸術」という概念自体が理論

二次制作や「 コスプレ」等を含む多様な派生的文化現象、
「ロ

的な定義に値しないものであったとしても、それを手がかりに

リコン 」や「BL（ボーイズラブ）」と呼ばれるジャンルに見られる

議論することは意味のあることだと考えています。重要なこと

脱現実化された性的表象など、様々な具体的局面を通じて考え

は言葉や概念の操作ではなく、メディア技術の浸透やグローバ

てゆく必要があると思われます。そうした諸現象は、たしかに

ル化によって 変容した現代の文化状況において、現実に何が起

「作品 」を中心とする伝統的な芸術モデルでは説明のつかない
ダイナミズムに貫かれています。
これらの問題を個別的に扱うためには、より専門的な議論が
必要になるでしょう。しかし今回の会議では、様々な領域の方々
からそうした問題を考えるための枠組みを提案していただき
たいと考えています。すなわち本会議の目的は、日本文化につ
いて語ることではなく、日本文化を通して私たちは何を共有し
─

うるのかを議論することなのです。

─ こっているのかを見ることだからです。
─

［1］
『 戦後日本の芸術文化史 ─芸術祭五十年 』文化庁監修、ぎょうせい、

1996 年、p.8
（1976）で
［2］生物学者のリチャード・ドーキンスがその著書『 利己的な遺伝子 』

作った言葉。文化的情報が遺伝情報のように複製と変異を繰り返しながら進
化すると考えた時、そうした情報の基本単位を「ミーム」と呼ぶ。
［3］この言葉を「 日本人はガキだ 」という意味で侮辱的に受けとった人は多い
が、マッカーサーの発言の文脈からすればむしろ「 まだ子供なのだから日本の
民主主義には未来がある」という積極的な意味であった。

─ ［PART3］
「メディア芸術 」を、西洋近代的な「 芸術 」モデルを越
える新たな文化概念として考えることは可能か？

［4］本来は生物が幼い姿のまま成熟する（生殖可能になる）という現象を示す用語。
ここでは比喩的に、大人でありながら子供のような嗜好や行動の特徴を残す
こと、またそれを促す文化的傾向を指している。

─

先述したように「メディア芸術」という概念は、現在世界的な
影響力を持っている日本のゲーム文化、
マンガ、アニメーション
などを包括し、そこに伝統的な意味での「 芸術（ファインアート）」
に属するメディアアートを加えて、それら全体を新たな時代に
即した「 芸術 」カテゴリーとして打ち出すためのものだと思わ
れます。いわばそれは、政策的な必要性から造り出された言葉
だと言ってもいいでしょう。では「メディア芸術 」はもっぱら政
策的な必要性から捏造された概念にすぎないものであり、そこ
には真剣に議論すべき内実など全く存在しないのでしょうか？
もしそうなら、
「メディア芸術 」はもっぱら産業戦略として取り
扱われるべきであり、今後この概念について文化的なレベルで
議論する理由は全くないでしょう。
けれども、もしも「メディア芸術 」と呼ばれている概念が─
その用語の適切性についてはともかく─世界の中で日本文
化が置かれている現状や、それをもたらした歴史的過程を反
映しており、この概念を手がかりにすることで、メディア技術
がますます深く生活に浸透してゆく世界的状況を理解し、西
洋近代的な「 芸術」という規範を超えて美的経験や表現行為に
ついて考えるための手かがりになるならば、
「メディア芸術」は
議論するに値する課題であると思います。
それどころか
「メディ
ア芸術 」という概念は、新たに登場してきた文化現象を指示す
るための名称であるにとどまらず、近代的な芸術観そのもの
について根本的に反省し、それに代わる未来的な文化モデルを
探求するためのきっかけとなることでしょう。
このような会議を開催するわけですから、モデレータのわた
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Supreme Commander of the Allied Powers in Japan, once

discussion? If that were the case, we could treat Media

famously described Japan as a nation of 12-year-olds［3］,

Geijutsu simply as an industrial strategy and there would

and stereotyped remarks are prone to describe Europe

be no reason to discuss the concept at the cultural level.

and America as adults and Japan as a child. Presenting

If, however, the concept we know as Media Geijutsu ̶

themselves to the world as immature̶sometimes in a

regardless of whether this is a suitable term̶reflects the

negative and sometimes in a positive sense̶is a deeply

current position of Japanese culture in the world and the

ingrained element of Japanese cultural identity. Does

historical processes that have brought it to this position,

widespread acceptance of childishness indicate that

and if the concept provides clues to understanding the

culture is becoming more childish on a global scale? Is

global impact of the permeation of media technologies

the popularity of Japanese culture evidence that global

into everyday life and hints for examining aesthetic

culture is tending toward neoteny［4］? Although this is

experience and expressive behavior that go beyond the

an attractive thought, it is too simplistic to fully explain

scope of Western modern "art," then I believe that Media

the actual phenomena. We need to examine the issues

Geijutsu is an issue worthy of discussion. In fact rather

from a range of concrete aspects, including the various

than simply being a name to denote newly emerged

expressive techniques spawned by Japanese manga and

cultural phenomena, the concept of Media Geijutsu could

anime, secondary cultural phenomena such as secondary

provide an opportunity to engage in a radical examination

creation（using manga content to create your own stories）and

of modern perspectives on art and a search for future

cosplay, and the escapist sexual symbolism seen in

cultural models to replace them.

the "lolicon"（Lolita complex）and "BL"（boys' love）genres.

As moderator of this roundtable, obviously I hope

Inherent in such phenomena is a dynamism that cannot

that the latter of the two above paragraphs holds true.

be explained by traditional models centered on individual

But even if the concept of Media Geijutsu is not worthy of

artistic works.

theoretical definition, I still believe there is significance
in using it to spark discussion. The important thing is

More specialized discussion would be required to
deal with these issues individually. At this roundtable,

not to manipulate words or concepts, but to examine

however, I would like you, as leaders from various fields,

what is actually happening as the permeation of

to propose frameworks for examining such issues. The

media technologies and globalization transform the

aim of the roundtable is not to talk about Japanese
culture, but to discuss what we can share via the medium
─ of Japanese culture.

─
─

contemporary cultural scene.

［1］Agency of Cultural Affairs, ed., Sengo Nihon no geijutsu bunkashi:

geijutsusai gojunen（A cultural history of the arts in postwar Japan:

─ ［Part 3］

Is it possible to see Media Geijutsu as a new

cultural concept that goes beyond the bounds of
Western modern "art"?
─

Fifty years of National Arts Festival）
（Tokyo: Gyosei, 1996 ）
, p.8）
.
［2］The term "meme" was coined by biologist Richard Dawkins in The

Selfish Gene（1976）to describe a basic unit of cultural information.
Dawkins posited that, like genetic information, cultural information
evolves through repeated replication and mutation.

As mentioned above, the concept of Media Geijutsu

［3］Many people interpret this statement as pejoratively describing

encompasses the globally influential domains of

the Japanese as a bunch of kids, but the context suggests that

Japanese video game culture, manga, and anime. By

MacArthur meant it in the positive sense, namely, that since the

adding media arts in the traditional sense of fine arts,
we come up with an overall category of "art" adapted to
a new era. The phrase Media Geijutsu can be said to have

Japanese are still children, democracy has a future in their country.
［4］Originally neoteny referred to the phenomenon of living things

retaining juvenile characteristics into adulthood（i.e., into reproductive
maturity）. Here the term is used metaphorically to denote the

been coined to fill a government policy need. If Media

retention of a child's tastes and behaviors in adulthood, and cultural

Geijutsu is nothing more than a concept invented to meet

trends that encourage this.

a policy need, are there no actual facts worthy of sincere
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ごあいさつ
─

文化庁長官 近藤誠一

平成 22 年度世界メディア芸術コンベンションの開催にあたり、主催者としてごあいさつ申し上げます。
我が国には長い歴史に育まれた伝統的な文化とともに、新たに紡ぎ出される現代文化が共存しています。
日本の現代文化の中で、特にマンガ、アニメーション、ゲームなどに代表されるメディア芸術は、国民に広く親しまれると同時に、海外か
らも注目を集めています。
しかしながら、この「メディア芸術」という概念は、その新しさゆえに、
「芸術」として、また、
「文化」としての歴史的位置づけについての議
論が十分になされてこなかったという状況があると思います。メディア芸術のうち、マンガ、アニメ、家庭用ゲームについては、海外の影響を
受けながらも、我が国の中で独自の発展を遂げ、現在に至りますが、メディアアートについては欧米の現在の動向に接続しながら、我が国特
有の解釈も存在し、現在に至る多様な流れを作っていると言えます。
これらの、成り立ちも性質も異なる分野を「メディア芸術」として包括的に振興していくことが望ましいとして、その場合には、どのような
課題があるのか。メディア芸術祭の開始からもう14 年になりますが、改めて問い直す時機が来ていると思います。
今回初めて開催する世界メディア芸術コンベンションは、海外からメディア芸術に関心を持つ知識人や学識経験者の方々を我が国にお招
きし、各国におけるメディア芸術の潮流などについて情報交換や意見交換、対話あるいは知的な相互刺激を行うことを目的として開催します。
こうした会議は、今後の我が国メディア芸術の振興にむけた多様なアプローチを考える契機となるものと思います。
また、このコンベンションにおいては、様々な分野の方々が、情報や意見を交換し、交流を行うことによって、全く新たな視点や考え方
の発見、あるいは異なる文化への理解、そして 21 世紀の人類のあり方などについて、一人一人が何らかのヒントを得て、それぞれ持ち帰っ
ていただけるならば、主催者としてこれほど喜ばしいことはありません。
結びに、今回世界各国からお越しいただいた発表者の方々をはじめ、本日ご参加いただいたみなさまに、感謝申し上げるとともに、みな
さまにとって、このコンベンションが有意義なきっかけを提供する場となることを願って、私のごあいさつといたします。

─
平成 23 年 2 月 12 日
文化庁長官 近藤誠一
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Greeting

─
Seiichi Kondo Commissioner for Cultural Affairs

On behalf of the organizer, welcome to the International Convention on Manga, Animation, Game and Media Art（ICOMAG）2011.
Today in Japan we see traditional culture nurtured by long history, side by side with modern culture continually created.
Part of that modern culture is Media Geijutsu, represented primarily by manga, animation and games. Enjoyed widely by the
people of Japan, it draws attention also from overseas.
Yet because of its newness, the positioning of Media Geijutsu in our history of geijutsu and culture has barely been
discussed. On the one hand, within Media Geijutsu, manga, animation and home-use games have developed more or less
domestically, although with some influences from overseas. Media Art, on the other hand, is tied to trends in the West, as
uniquely interpreted in Japan. The streams are many and diverse.
If it is desirable that concepts whose creation and nature are so different should be promoted comprehensively as Media
Geijutsu, what issues does that imply? It is already 14 years since the Japan Media Arts Festival began. I think it is time to look
at the subject again.
This first International Convention on Manga, Animation, Game and Media Art is being held to invite academics and experts
in Media Geijutsu from overseas, to exchange information and opinions with them on currents within Media Geijutsu in each
country, and to communicate and stimulate each other intellectually. This kind of convention will, I believe, provide us with the
impetus to think in more diversified ways toward our promotion of Media Geijutsu in Japan.
It would also be a great pleasure for the organizer if people in the various fields could, as a result of this gathering, discover
new viewpoints and ideas, and return home with new hints to understanding different cultures and what it means to be a human
being in the 21st century.
In conclusion, I would like to thank each of the presenters for coming all this way, and all of the attendees. Now, let's
consider Media Geijutsu.
─

February 12, 2011
Seiichi Kondo
Commissioner for Cultural Affairs
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│「メディア芸術」とはいかなる問題であるのか？

│

「メディア芸術 」─それは、そもそも問題なのだろうか？
─

吉岡洋

01

［PART1］

去年の秋にこのようなコンベンションのことを何か考えてくれ

私たちは今、
「メディア芸術」という言葉について考えようとして

ないかという話を受けて、非常に短い間に今日のディスカッション

います。この言葉が現在のようなやり方で使用されるようになった

のフレームワークを考えました。きっかけは、2 年ぐらい前に書いた

事実的経緯はある程度分かっています。それはまず、今年で14 回目

［PART2］

「メディア芸術とは何か？」というタイトルの論文が、京都大学の

を迎える「文化庁メディア芸術祭」のタイトルとして使用されてきま

『 哲学研究 』という雑誌に去年のはじめに出たことです。
その中で「メ

した。このフェスティバルにおいて審査される「メディア芸術」は、

ディア芸術」という概念に対して、非常に批判的なことを述べました。

これまで多少変更が行われましたが、「アート」「エンターテインメ

それがその後、聞いてみると、文化庁の中で回覧されていたことが

ント」
「アニメーション」
「マンガ」という 4 つの部門から成ってい

分かりました。今回このような話が来たのは、恐らく「そんなに文句

ます。また 2001 年に制定された「 文化芸術振興基本法 」においては、

があるのだったら、自分で何かやってみろ」ということだと私は解
［PART3 ］

釈しています。
私は、批判的であることは決して悪いことだとは思っていません。

その他の電子機器等を利用した芸術」として定義されています。
これらを見ると「メディア芸術」とは、世界的に注目されている日

むしろ、
「メディア芸術」に限らず、どんな概念であっても、それをす

本のマンガ、アニメーション、ゲームなどを中核にして、それに先

でに出来上がったものとして受け入れるという態度は良くないと思

端的開発部門としてのメディアアートを加え、それらをひとまとめ

います。
「メディア芸術祭」は今回で14 回目を迎え、ある意味でエス

にして「芸術（fine art ）」として登録することで、国家的な文化施策の

タブリッシュされた概念ではありますが、その言葉自体、その背後

対象にするために作られた言葉であることは明白です。
「メディア芸

にあるものについては、あまり表立って、真正面から議論されたこ

術」に含まれる領域で活躍している人々は、誰も自分たちの活動が

とがなかったと思います。そこで今回のコンベンション全体にかか

「メディア芸術」と呼ばれるのを喜んでいるようにはみえません。む

わる問題提起として、
「メディア芸術」とはそもそも「 問題 」となりう

しろ、多くの人は違和感を持っているようです。それはこの言葉が

るのだろうか、もしそうだとすれば、われわれはそれをそのように

内部から自発的に使われて広がったのではなく、いわば上からかぶ

問題化できるのだろうか、というお話をしたいと思います。

せられたお仕着せだからです。

3 つのパートがあります。第1に、
「『メディア芸術』という『問題』
」。

「メディア芸術」なんてしょせん行政上の必要性から適当に捏造さ

「メディア芸術」の問題の背後に潜んでいる「日本の文化 」と
第 2 に、

れた無内容な呼び名だと、シニカルに笑い飛ばすことは簡単でしょ

いうものについてどのように語れるか。最後に、
この「メディア芸術」

う。マンガ、アニメーション、ゲームなどの分野に関わる人々が「 芸

に付いている「芸術」という概念について、今の日本と世界の状況

術 」と呼ばれることに居心地の悪さを感じるのは、これまでそうし

を踏まえて、少しコメントしたいと思います。

た文化領域が、
「芸術」が代表するシリアスな近代的教養文化に対し

─

て、敵対的とはいえないまでも、明確な批評的距離をとりつつ発展

メディア芸術という「問題」

してきたものだからです。また、メディアアート分野の人々にとっ

─

ては、すでに「メディアアート」という国際共通語があるのだから、今
新たに生じつつある現実を言い表すための言葉の候補について

検討するとき、私たちはしばしば、問題になっている言葉の語義を
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「メディア芸術」が「映画、漫画、アニメーション及びコンピュータ

さら「メディア芸術 」などという混乱させる名前に包括されるのは
迷惑というものでしょう。

検討することから出発します。けれどもこのやり方は、かならずし

このように
「メディア芸術」について、それを語義のレベルでとらえ、

も有効であるとはかぎりません。なぜなら言葉は現実の単なる写像

そこでの「メディア」の意味が明確でない（それは「マスメディア」なのか、

ではなく、現実をあらわにすると同時にそれを見えなくするもので

「電子メディア」なのか、等々）とか、
「芸術」という語を使う必然性がどこ

もあるからです。言葉は端的に現実を指し示しているのではありま

にあるのかとか、いくらでも文句をつけることができます。けれど

せん。言葉が私たちに届けるメッセージは、指し示すと同時に覆い

も私は、たとえ行政上の必要性から作られたとしても、ある程度共

隠すという、言葉の二重の働きによってもたらされます。

有されはじめた言葉にはそれなりの意味があると考えます。その意

│ What issues are inherent in Media Geijutsu ?

│

Media Geijutsu -Does it matter at all?
─
Hiroshi Yoshioka

01

Last autumn, the Agency for Cultural Affairs asked me to

it. Words do not simply map reality; rather, their message

design this kind of convention on Media Geijutsu, and in a

is conveyed through a dual operation of simultaneous

very short time I had conceived of the framework for today's

delineation and disguise.
Here we're aiming to examine the term Media Geijutsu or
in the English-language sense, please note that the term will be used in

of view," the paper first appeared at the beginning of the

the sense of Media Geijutsu which has slightly different connotations.）We

2010 academic year in a Kyoto University journal called The

have some understanding of the factual background that led

Journal of philosophical studies. In that paper, I was very

the term into its current usage. First, it has appeared in the

critical of the concept of Media Geijutsu. When I inquired later,

title of the Japan Media Arts Festival held by Japan's Agency

I discovered that the article had been circulated at the Agency

for Cultural Affairs, which takes place for the 14th time this

for Cultural Affairs. I assume that because they wanted me to

year. The categories of "media arts" judged at the festival

do something myself if I had so many complaints!

have been amended slightly over the years to now comprise

In no way do I believe it is bad to be critical. Rather, I think

art, entertainment, animation, and manga. Then there is

it is bad to just passively accept Media Geijutsu, or any other

the Fundamental Law for the Promotion of Culture and the

new concept, as set in stone. The Japan Media Arts Festival

Arts, passed in 2001, which defines "media arts" as "film,

is being held for the 14th time this year so Media Geijutsu is

manga, animation, and other arts using computers or other

already established in a sense, but I don't believe that the

electronic devices."

term Media Geijutsu itself and what lies behind it have been

07 08 09│Q&A

"What is media art? from a theoretical and curatorial point

04 05 06 │ Q&A

"media arts."（Below, unless I specify that I am referring to media arts

01 02 03 │ Q&A

discussions. My assumption is that a journal article I wrote
about two years ago may have inspired their request. Entitled

Clearly, the term "media arts" has been coined as a
means of bundling together manga, animation, games, and

discussed very openly or directly.
At the start of this convention, therefore, with a

other such forms of entertainment where Japan is attracting

presentation entitled "Media Geijutsu: Does It Matter At All?"

international attention with media arts in the English-

I will discuss Media Geijutsu from an overall perspective.（We

language sense as a leading-edge development domain and

are in trouble if we cannot define Media Geijutsu!）If

registering the whole package as "fine art" so that these

there is a problem

with the concept of Media Geijutsu, we need to discuss it

fields can be made the target of government cultural policy.

together. Today I would like to present how we can examine

No one working in fields within the "media arts" category

the issue of Media Geijutsu.

appears to be pleased at their work being labeled in this

My talk has three parts. First, I will look at the issue of

manner; many seem uncomfortable with the designation.

Media Geijutsu. Next, I will consider where we should locate

Their discomfort derives from the term's origin as a form of

and how we can discuss Japanese culture, which lies behind

regalia imposed from above, rather than as an endogenous

Media Geijutsu. Finally, I will draw on the situation in Japan

innovation growing outward.

and overseas today and comment briefly on the concept of

It would be easy to sneer at media arts as no more than a

Geijutsu, or fine art, which is part of the term Media Geijutsu.

label devoid of content, fabricated simply to fill a government

─

policy need. The reason that those involved in fields such as

The "issue" of Media Geijutsu

manga, animation, and games are uneasy at their work being

─

described as "fine art" is that such cultural domains have

When considering possible words for expressing newly

evolved over the years not necessarily in a hostile relationship

emerging realities, we often start by looking at the meaning

to the serious modern "cultural arts" epitomized by fine art,

of the words in question. However, this is not necessarily an

but certainly at a clear critical distance from these. Also, for

effective approach, in that words aren't just a representation

those working in "media arts" proper, given that the English

of reality but rather denote reality even as they obscure

term media arts already has international acceptance, it is no
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│「メディア芸術」とはいかなる問題であるのか？

味は、
ひたすら語義を詮索し明確な定義を求めるといった態度では、

│

発展してきたということです。

むしろ見えなくなってしまうような何かだと思います。
「メディア芸

こうした ふたつのレベルを使い分けるために、日本あるいは日本

術」という言葉が覆い隠しており、覆い隠すことによって指し示して

文化について語るひとつのレトリックが発展してきました。それは

いるような問いがあるのです。
「メディア芸術」が そもそも問題であ

「日本（文化）の特殊性」をめぐるものです。日本の読書界には「日本

るとすれば、そうした問いに形を与えることから出発する必要が

人論 」というジャンルが長く人気を保っています。大きな書店に行

あります。

くと必ずこのジャンルの売場があります。書き手は海外事情に通じ

私はここで、そうした問いをふたつの仕方で定式化してみたい

た日本人であることも、外国人であることもあります。なかには評

と思います。ひとつは「 日本文化についてどう語るべきか？」とい

論としてすぐれたものもありますが、多くは自分自身の異文化経験

［PART1］

う問いであり、もうひとつは「 芸術はなぜ、なおも必要なのか？」

を一般化した怪しげな比較文化論です。ここには、注目すべき点が

という問いです。

ふたつあります。ひとつは、
「 日本人論 」のなかには日本人や日本

─

文化が「国際的」に見るといかに未熟で閉鎖的であるかを批判する

日本文化についてどう語るべきか？

ものもあれば、逆にそれらの独自性や優越性を誉め称えるものもあ

─

りますが、いずれも同じように好んで読まれていることです。両者

［PART2］

「日本文化」とは、はじめから何処かに存在していたものではあ

に共通するのは「日本は特殊な場所である」という基底的メッセー

りません。それは「発見された」ものです。江戸時代中期（18 世紀中葉）

ジであり、そこから「だからダメだ 」と結論しようが「だから優れ

の思想家本居宣長は、古典の研究を通じて日本独特の精神性を見い

てる」と結論しようが、それはどちらでもいいのです。第二の点は、

だしたとされていますが、そうした日本文化のアイデンティティの

これら
「日本人論」は知識人や文化比較に特に関心を持つ読者によっ

確立は、中国文化という「他者 」の眼を通してはじめて可能でした。

てではなくて一般読者に、さらにいえば「サラリーマン」と呼ばれ

民族的文化のアイデンティティが「 他者」の視線を内在化させること

る男性企業人によって特に支持されているという事実です。

［PART3 ］

ではじめて確立されるというのは、例外的なことではありません。
文化的アイデンティティとは、そもそもそういうものなのです。明

人論の最新バージョンであると私は思います。つまりそれはいまだ

治維新以降の近代日本においては主として欧米文化が、
「日本文化 」

に「日本は特殊な場所である」という前提に立っているということ

を確立するそうした「他者」として機能してきました。このことは、

です。私はこの前提は捨て去られるべきだと考えています。なぜな

近代日本が欧米を規範とし、欧米文化を吸収しようと必死になって

ら日本のマンガやアニメの文化的拡散という事実は、日本文化が特

きたことと矛盾するものではありません。民族文化の独自性の主張

殊なものではなく、そこには普遍的に共有されるべき内実があるこ

と欧米文化への追従的態度とは、
実は同一のコインの両面なのです。

とを示していると思うからです。その内実を言語化し議論の俎上に

過去約 20 年くらいの間に、こうした図式に変化が起こってきま

乗せることが重要なのであって、日本的なコンテンツの独自性やパ

した。そのことを最も明確に示しているのが、日本製のマンガやア

ワーを主張することが重要なのではありません。それが「クールジャ

ニメ、ビデオゲームなどの国際的な人気、つまり「クールジャパン」

パンを越えて」という副題を付けた理由です。

と呼ばれている現象です。これらの文化的活動はかつて、欧米の

─

近代文化によるインパクトの結果生まれた、近代日本の文学、美術、
演劇、音楽などの「芸術」に対して、
「大衆文化」や「サブカルチャー」

「 芸術」はなぜ、なおも必要なのか？
─

という位置づけを与えられていました。しかし少なくとも 1960 年

昨年末以来、
「メディア芸術」をめぐって日本各地の人たちと議論

代以降の状況を見るかぎり、例えばマンガはエリート文化に対す

する「メディア 芸術 オープントーク」という催しに参加してきまし

る大衆文化であったわけでも、正統的文化に対するサブカルチャー

たが、ある会場で聴衆のなかにいたひとりの高校生から、次のよう

であったわけでもなく、異なった社会階層や集団を通して広く共有
されてきました。
そもそも「 エリート文化 」や「 正統的文化 」というべきものが、
戦後の日本においては欧米ほど明確な形で存在してきませんでし
た。日本文化を語る際によく用いられる「ホンネとタテマエ」とい
うステレオタイプを使って言うなら、欧米的規範に従う「芸術」や、
その規範が自国文化に投影されることで作られた「伝統的日本文化」
は、いわば「タテマエ」の中にしか存在してこなかったのです。だか
らといってそれらが虚偽だと言いたいのではありません。重要なこ
とは、そうしたタテマエ（「よそ行き」の日本文化）とは異なった、より
率直な（「ホンネ」の）文化表現のレベルが 常に存在してきたというこ
とであり、マンガ、アニメ、ゲームなどはまさにそのレベルにおいて
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いわゆる「クールジャパン」をめぐる言説の現状は、こうした日本

│ What issues are inherent in Media Geijutsu ?

│

doubt highly inconvenient to find their work suddenly lumped

been part of mass culture as opposed to elite culture nor an

within the somewhat confusing rubric of Media Geijutsu.

element of subculture as opposed to mainstream culture,

On a semantic level, then, the term Media Geijutsu is open
to any number of objections. For example, the meaning of
"media" is unclear. Does it refer to mass media, or electronic
media, or other forms of media again? Why does the term

it has been widely shared among different social strata and
groups.
"Elite culture" and "mainstream culture" themselves
have never manifested as clearly in postwar Japan as in the

"geijutsu," with its connotation of "fine art," need to be used?

West. To employ the stereotype of the honne/tatemae（truth/

My own view is that while the term might have been created

façade）divide

to meet a government policy need, as it has begun to move

culture, both "fine art" following the Western model and

into common usage, it has also acquired a degree of real

the "traditional Japanese culture" created by reflecting that

that is often employed in talking about Japanese

model in local culture have only existed as part of tatemae.
This does not mean that such art is therefore false. The key

meaning. The term Media Geijutsu both disguises the real

issues are that a more honest or honne level of cultural

meaning and at the same time reveals it through that very

expression has always been present alongside that tatemae

act of disguising. If Media Geijutsu is really an issue worthy of

of "public" Japanese culture, and that manga, animation, and

discussion, we must start by giving a form to this meaning.

games have evolved as part of that expression.
To distinguish between these two levels, a certain rhetoric

asking two questions. First, where should we locate Japanese

has developed for talking about Japan and Japanese culture
which concerns the singularity of Japan and Japanese
culture. Nihonjinron, or theories of Japanese cultural or

Where should we locate Japanese culture?

racial uniqueness, have long been a popular genre amongst

─

Japanese readers. All big bookstores will have a Nihonjinron

"Japanese culture" is not something that has just always

section. Some writers are Japanese with a strong knowledge

been there̶it was, in fact, discovered. During the middle

of the outside world, and some are foreigners. The genre

Edo period（around the mid-18th century）, philosopher Motoori

contains some outstanding critical work, but the bulk of it is

Norinaga is credited with identifying a unique Japanese

dubious comparative culture generalizing from the writer's

spirituality through his research on Japanese classical

own experience of different cultures. Two points merit

literature. That cultural identity, however, could only be

attention. First, where some Nihonjinron writers criticize

established through the eyes of others, namely Chinese

the Japanese people and Japanese culture as immature and

culture. The establishment of an ethnic cultural identity

insular when viewed from an "international" perspective,

by internalizing the gaze of others is hardly exceptional.

others praise the same people and culture for their

After all, that's essentially what a cultural identity is. In the

uniqueness and superiority. Both, however, are enjoyed in the

modern Japan that has evolved since the Meiji Restoration,

same way, in that they share the basic message that Japan is

Western culture has functioned as the primary "other"

a unique place, and it doesn't really matter whether they move

establishing Japanese culture. This does not contradict the

on from there to conclude that this is a good or bad thing.

fact that modern Japan has taken the West as its model and

Second, Nihonjinron theories have their strongest supporters

worked furiously to absorb Western culture. Emphasizing the

not among intellectuals and readers with a particular interest

uniqueness of ethnic culture and adulating Western culture

in cultural comparisons, but among general readers and,

are indeed two sides of the same coin.

more specifically, male white-collar workers.

Over the last 20 years or so, that schema has begun to

07 08 09│Q&A

culture? And second, why is fine art still necessary even now?
─

04 05 06 │ Q&A

Here I would like to try formularizing this meaning by

01 02 03 │ Q&A

meaning. However, an insistence on exploring the semantics
in search of a clear definition will only serve to obscure that

I believe that the "cool Japan" discourse as it currently

change. The clearest manifestation of this is the international

stands is just the latest version of Nihonjinron. In other

popularity of Japanese manga, animation, video games and

words, it is still based on the assumption that Japan is a

other forms of entertainment̶in other words, the "cool

unique place. With the cultural dissemination of Japanese

Japan" phenomenon. Such cultural activities were once

manga and animation demonstrating that Japanese

designated as mass culture or sub-culture in contrast to

culture is not in fact unique but rather contains universally

modern Japanese literature, fine art, theater, music, and

shareable qualities, I believe that that assumption needs to

other forms of "fine art" born from the impact of modern

be discarded. The important issue is to voice this reality and

Western culture. However, looking at the situation at least

put it up for discussion, not to emphasize the uniqueness and

from the 1960s onward, while manga, for example, has not

power of Japanese content̶hence the subtitle of "Beyond
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│「メディア芸術」とはいかなる問題であるのか？

な趣旨の質問を受けました。パソコンとインターネットの普及によっ
て現代ではあらゆるものが「メディア」になり、誰でもブログや You

Tube などに自分の文章や作品を発表して、面白いものは即座に世界
中から評価されるような時代になっているのに、
どうしてまだ「芸術」
なんて言う必要があるのか？（つまり、文化庁がフェスティバルを主催した
り、専門家が審査して賞を与え「 芸術」として権威付けたりする必要があるのか？）

これは、
率直で重要な問いかけだと思いました。
私はそれに対して、
次のようなふたつの点で答えました。
［1］
「芸術」という観点に立つことで、
「 万人による直接的投票 」

といったやり方が暴走したり画一化したりすることを、防ぐことが
できると思います。インターネット上で投票やアクセス数という形
［PART1］

で示される作品の評価は、かならずしも作品の価値を理想的な方法
で決定するものではありません。たしかにユーザーによってネット
上でなされる評価は、大企業による市場操作からも、大学その他の
専門家集団が持つ権威からも直接的には影響を受けずに行われる

［PART2］

ので、自由で民主的であるようにみえるかもしれません。しかしそ
れは見せかけであって、ネットのユーザーは現実には、
マスメディア
による意見の誘導や他のユーザーの意見に決定的な影響を受けて
います。ネットワーク化はたしかに文化に多様性をもたらしますが、

［PART3 ］

そこには同時に全体的な画一化へと向かう危険もあります。
「芸術」
の規範的な性格は、グローバル化した文化が単純化された環境の中
で壊死しないようにするために、まだ有効性があります。
［2］
「芸術」はグローバルな資本の運動に、より複雑なパターンを

「芸術」はまるでお金と
付け加えます。近代的な芸術観の表層では、
は無縁なものであるかのような、過度の精神性が付与されてきまし
た。例えば日本近代においても一般には、真の芸術家は貧しく、ひ
たすら自己表現や理想を追求する人物として描かれてきました。け
れどもこれは偏った考え方です。近代的な芸術概念は、そもそもは
じめから資本の流動と密接に関わっています。しかし芸術は資本の
論理に吸収されてしまうものではありません。芸術は、費用対効果
の最大化といった論理とは別な論理によって、資本の流れを制御し
ます。芸術は資本主義を、ひたすら自己利益の増大を目指すゲーム
としてではなく、財貨を社会の中にダイナミックに環流させるよう
な別なモデルとして提示します。そして「芸術 」という視点をとるこ
とで、私たちは企業活動それ自体が持つ、芸術的で祝祭的な側面を
も理解できるようになるのです。
今、
「メディア芸術」について考えることが、このような事柄を議
論する可能性を開くかぎりにおいて、それは極めて有意義なことで
あると、私は考えています。
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│

│ What issues are inherent in Media Geijutsu ?

Cool Japan.'"

│

constantly seeking to increase personal profit, but rather

─

as something which encourages the dynamic circulation of

Why is fine art still necessary even now?

wealth in society. Moreover, a fine art perspective enables

─

us to understand the artistic and celebratory elements of

Since the end of last year, I have been participating in

business activity itself.

an event called Media Geijutsu Open Talk, which involves

I believe that thinking about Media Geijutsu̶media arts̶

engaging in debate with people all over Japan in relation to

at this point in time, to the extent that it opens the way for

media arts. At one venue, I received an interesting question

discussing these kinds of issues, is extremely significant.

from a high school student out in the audience. Why, the
student asked, in an era when the spread of computers and
the Internet have made everything into media, when anyone
can put their words and artworks up on blogs and YouTube,
01 02 03 │ Q&A

and when interesting works receive feedback instantly from
around the world, do we still need to talk about "Geijutsu
（fine art）"?

In other words, why does the Agency for Cultural

Affairs need to hold festivals? Why do experts need to judge
04 05 06 │ Q&A

artworks and give out awards and grant prestige accordingly?
I thought that was an honest and important question, and
I replied with the following two points.
［1］Art

has the utility value of preventing the direct vote

of the masses from careening out of control or creating
07 08 09│Q&A

uniformity. Art evaluations in the form of Internet-based
voting and access numbers are not necessarily the ideal way
of determining the value of an artwork. Certainly, Internetbased evaluations by users are not directly influenced by
market manipulation by major firms, or by the prestige
of universities and other groups of experts, and to that
extent they probably seem free and democratic. However,
appearances are deceptive, as Internet users are in fact
decisively influenced by the way in which mass media shapes
opinion and also by the opinions of other users. Widespread
networking offers the potential for greater cultural diversity,
but it simultaneously poses the risk of mass uniformity.
The normative nature of fine art is still an effective means
of preventing globalized culture from perishing in an overly
simplified environment.
［2］Art

adds a more complex pattern to the global

movement of capital. On the surface of the contemporary
perspective on art, art has been given an excessive
spirituality, as though it were completely divorced from
money. For example, even in the course of Japan's
modernization, "real" artists have generally been depicted
as penniless individuals who devote themselves entirely to
self-expression and ideals. However, this is a distorted view.
Contemporary concepts of fine art are intimately associated
with capital flows. However, fine art is not swallowed up
by the logic of capital. Art controls capital flows through a
different logic than the maximization of cost effectiveness.
Art provides a different model of capitalism̶not as a game
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│「メディア芸術」とはいかなる問題であるのか？

│

メディアアート／メディアアーツ 概念の考古学
─

エルキ・フータモ

02

［PART1］
［PART2］

近年「メディアアート／メディアアーツ」は誰もが知っている概念

テゴリーに疑問を呈した新しいアート形式の登場、のふたつの状況

になっています。しかし、
それがどう生まれ、発展してきたのか、さ

と関係しています。
1960 年代と70 年代には「メディアアーツ」と「メ

らには現在どのように用いられているかということすら、まだ 不

ディアアート」の区別は、意味論的な重要性を失いました（重複使用）。

透明なままです。その意味についての幅広いコンセンサスもないと

概していずれの概念も、単数より複数及び結合した形式を重視し

思われます。
「メディアアーツ（Media arts）」と「メディアアート（Media

ています。

art）」を区別しようとすると事態はさらに複雑になります。これらふ

たつの言葉は、同義語なのでしょうか、それとも異義語でしょうか。

さらに重要なのは、
「付加的」に単語を添えることでこれらの概念
が増幅したことです。
「マスメディアアーツ」という考え方がかなり

［PART3 ］

Google Books や Google Ngram Viewer 等のデジタル・オンラ

頻繁に登場しますが、多くの場合、商業的な文脈での映画やテレビ

インツールを使えば、ある程度明快な答えが得られるかもしれませ

作品を指していました。1971 年に" The New Yorker " 誌は「伝統芸術

ん。Google Ngram Viewer は、「メディアアーツ」または「メディア

（traditional arts）で、アーティストは成長する。マスメディアアーツで

アート」の概念をバイグラムとして、膨大なGoogle Books デジタル・

1975
は、アーティストは衰退するが金儲けできる」と書いています。

データベースに保存されている印刷物にそれらが登場する頻度を

年の "Arts and Activities" 誌の記事は、
「大衆のアート─フォーク

完全に正確なデータは得られず、
解析します。エヌグラム解析では、

アート、ポピュラーアーツおよびマスメディアアーツ」を、美術館や

誤解が生じます。特に、意味論的な意味は不透明なままです。この

ギャラリーにある「 伝統美術（traditional fine arts ）」と対比させていま

問題を解決するには、ここで試したような、従来からある方法で

す。すなわち、
「マスメディアアーツ」は、商業的、産業的な構造を

見出し語の内容を評価する必要がありますが、それも暫定的な結

持ちつつも大衆を対象とするなど、その定義が曖昧であったと思

果であり、最終的なものではありません。

われます。カレッジや大学ではマスメディアアーツが教えられてい
ましたが、その多くはラジオや TVジャーナリズム等に関連するも

Google Ngram Viewer の分布曲線は、アメリカ英語（米国の出版物

のでした。

に掲載）
とイギリス英語（英国の出版物に掲載）に若干の違いはありますが、

全体として極めて類似しています。どちらの文脈においても、

「メディアアーツ」の概念も、これと同じ意味で使われました。1970

「メディアアート」が初めて使用されたのは1960 年前後ですが、それ

年、ペーター・スキラッチとジョン・カルキンは、著書 "Films Deliver:

以後、着実に増え続け、1990 年頃に使用頻度は爆発的に増加しまし

「本書は、ふたつの最も
Teaching Creatively with Film" のなかで、

た（今も増加を続けています）。これが「メディアアーツ」になりますと、

説得力のあるメディアアーツである映画とテレビを用いて、教師に

アメリカ英語における概念の使用は1965 年前後から着実に増え始

クリエイティブな教授法を教えることを目的とする」と述べていま

めていますが、イギリス英語では、1980 年頃とアメリカより遅れて登

す。米政府の公文書にも同じように使われています。
「1967 年芸術・

場しているようです（理由は不明）。いずれの場合も、1985 年から90 年

人文科学修正条項：上院厚生労働委員会の芸術人文科学小委員会及び 下院教

頃に使用回数が急激に増加し、2000 年頃にピークを迎えました。そ

育労働の特別労働小委員会の合同公聴会 」には、
「これまでにわれわれは、

れからまもなく急激な減少が始まりましたが、その理由を説明する

演劇、舞踊、ビジュアルアーツ、クリエイティブ・ライティング、音楽、

のは困難です。

パブリックメディアアーツ等、法律で定義された様々な芸術分野に
ついて、識者による小委員会を活用してきた」と書かれています。こ
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この分析結果の一般的な特徴は概ね予想の範囲内ですが、いくつ

こで意味するものが映画、ラジオ、テレビであったことは明らかです。

かの詳細を説明するには意味解析が必要となります。1960 年代の

1977年以前、
米国芸術寄贈局（1965 年創立）には「メディアアーツ部門」

展開は、1）人々の日常生活に及ぼすマスメディア、特にテレビの影

と「メディアアーツ・プログラム」がありましたが、当初の名称は「パ

響力の増大、2）美術品（絵画、彫刻等）の従来のアイデンティティとカ

ブリック・メディア・プログラム」でした。

│ What issues are inherent in Media Geijutsu ?

│

Media Art（s）- a Conceptual Archaeology
─
Erkki Huhtamo

02

etc.）.

"media arts" and "media art" does not seem to have been

In the 1960s and the 1970s, the distinction between

present uses, remain unclear. No widely shared consensus

semantically significant（the uses overlapped）. In general, both

about its meaning seems to exist either. The situation

concepts emphasized plurality and combinatory forms, rather

becomes even more complicated if we try to separate "media

than singular ones.

01 02 03 │ Q&A

The concept "media art（s）" has become common in recent
years. However, its origin and development, and even its

arts" from "media art" - are these synonymous, or do they
carry separate meanings?

More importantly, these concept were often amplified with
additional words. The notion "mass-media arts" appears

such as Google Books and The Google Ngram Viewer. The

television in the industrial context. In 1971, The New Yorker

latter treats the concepts "media arts" or "media art" as

contrasted it with the "traditional arts": "in the traditional

"bigrams," analyzing the frequency with which they appear

arts, the artist grows; in a mass medium, the artist decays

in the printed material stored in the massive Google Books

profitably." In 1975, Arts and Activities wrote about "the arts

digital database. Ngram analysis cannot provide us perfectly

of the people ̶ the folk art, the popular arts and the mass

accurate data; misinterpretations happen. The semantic

media arts - contrasting them with the "traditional fine arts"

meanings, in particular, remain unclear. To figure them out,

in the museum and the gallery. It seems that "mass media

it is necessary to assess the content of the entries in a more

arts" therefore had a somewhat dubious identity, reaching

traditional way, as has been attempted here. Still, the results

for the masses, while embracing commercial and industrial

should be treated as tentative, not conclusive.

structures. When "mass-media arts" were taught at colleges

07 08 09│Q&A

fairly frequently. It often referred to work with film and

04 05 06 │ Q&A

Some clarity can be obtained by using digital online tools

or universities, they often had to do with radio and TV
Google Ngram Viewer's curves are mostly fairly similar for

journalism, etc.

both American English（publications from the USA）and British
English（publications from the UK）, with some differences. The

Sometimes the notion "media arts" was also used in

use of "media art" in both contexts was launched around

this sense. In 1970, Peter P. Schillaci and John M. Culkin

1960, and grew fairly steadily until around 1990, when a huge

stated in their book Films Deliver: Teaching Creatively with

surge in the frequency of it use began（it still continues）. When

Film: "The book is designed to show interested teachers

it comes to "media arts," in American English the use of the

how to teach creatively through the use of the two most

concept started growing steadily around 1965, while in British

compelling media arts ̶ film and television." Similar uses

English it seems to have appeared as late as around 1980

were reflected in American governmental contexts. Arts

（for uncertain reasons）.

In both cases, a steep surge upward

and humanities amendments of 1967: joint hearings before

began around 1985-90, peaking around 2000. Soon a steep

the Special Subcommittee on Arts and Humanities of the

decline seems to have started, for reasons that are difficult to

Senate Committee on Labor and Public Welfare and the

explain.

Special Subcommittee on Labor of the House Education and
Labor Committee stated: "To date we have utilized panels

The general features of the analysis are fairly predictable,

for a variety of the arts categories defined in the legislation,

although semantic analysis is needed to explain some

including drama, dance, visual arts, creative writing, music,

of the details. The 1960s developments have to do with

and the public media arts." This obviously meant film, radio

two developments: 1）the growing power of mass media,

and television. By 1977, the US National Endowment of the

particularly television, in people's everyday lives, and 2）the

Arts（founded 1965）had a "Media Arts Division" and Media Arts

introduction of new art forms that questioned the traditional

Program. It was originally called Public Media Program.

identity and categories of the art object（painting, sculpture,
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│「メディア芸術」とはいかなる問題であるのか？

ジェレミー・タンストールは、
自著 "The Media are American"（1977）
の中で、このようなメディアアーツのアイデアはアメリカで誕生した

│

義が根付いている、という考え方であった。より具体的には、
これは、
ダダイストの用いた手法に見られる」と書いています。

と指摘しています。
「 第一次大戦前のパリには独自のシリアスアー
ツが花開き、ニューヨークでは新しい ポピュラーメディアアーツが

このため、
「マスメディアアーツ」と「マルチメディアアーツ」に

独自の開花路線を呈した。プレス、広告、ポピュラー音楽、映画全

関して言えば、使われ方は全く異なります。これは、
「文化産業」の

てが、近代化の渦の中に投げこまれていった……。」このことは、

産物か、先鋭的で独立した実験的芸術の産物か、の違いに関係する

1980 年以前イギリス英語に「メディアアーツ」という概念がなかっ

ものでした。

たことの理由のひとつになりえるでしょうか。
既存の証拠によれば、例外はありますが、形容語を付けずに「メ

［PART1］
［PART2］
［PART3 ］

一方、「マルチメディアアート／マルチメディアアーツ（multi-media

ディアアート」または「メディアアーツ」と使うことが最近の傾向

art
（s）
）」
「インターメディアアーツ（inter-media arts）」
「ミックスメディ

ドン・ギリスは、著書 "The Art of Media
になっています。1973 年、

アアート／ミクストメディアアート（mix（ed）- media art）」及び「マル

Instruction" のなかで「メディアアーツ」の概念に何度も言及して

」等の概念集団もあります。
チプルメディアアート（multiple media art）

います。ひとつの章全てを「メディアアーツ」を論じるのに充てて

これらは、「マスメディアアーツ」とは用法が明らかに異なるもの

おり（第 2 章）、さらに別の章を「メディアアーツの言語」を論じるの

で、様々な表現手段を融合させようとする新しい実験芸術という

に充てています。ギリスは、「伝統的な音楽、グラフィックアート、

巨大なうねりを意味しました。1966 年の "The Twentieth Century"

クリエイティブ・ライティング、演劇が、エレクトロニクスを駆使する

誌に、「ハプニングのインターメディアアーツ」と「 アクションシ

ことで絶え間なく変化する新しい「メディアアーツ」へと生まれ変

アター」の記事が掲載されました。ヒュー･フォックスは、著書 "The

「メディアアーツ」
わった。」と述べています。また、1970 年代には、

「 劇場、
Living Underground: a Critical Overview"（1970）のなかで、

は、大学の学部や講座名に登場し始めました。例えば、1974 年には、

映画、絵画、詩が全て融合し、個々のジャンルを超えたミックスメ

ニューヨークのスクール・オブ・ビジュアルアーツに「メディアアーツ

ディアアート形式を創造する」
と書いています。Vogue（ Vol.149,1967）

学部」が創設されました。

は、
「マルチプルメディアアートのより強烈な形式は、精神が周囲に
押しつぶされるような状況を意図的に設定する。観る者は、自らの

しかし、「メディアアーツ」の中身についてのコンセンサスはな

完全放棄に同意することによってのみ作品が鑑賞できる」と述べて

かったように思われます。1980 年、ロナルド・シルヴァーマンは、

います。"Eastern World" 誌は、1968 年、「レーザー、電気、ノイズ

米国美術教育協会 から出版された著書 "Art, Education, and the

によるマルチメディアアート」について書いています。しかし、
「マ

World of Work: a Handbook for Career Education in Art" のな

ルチメディアアーツ」は、電子ツールだけに限定されないことを明

かで、「メディアアートの 6 つの教育分野は、グラフィックス、デザイ

記しなければなりません。陶磁器ですらも、マルチメディアアーツ

ン、写真／映画撮影、テレビ、複写 およびメディア装置である」と定

に加えることが可能なのです。

義しています。政府関係では、"Department of the Interior and

related agencies appropriations for 1981: hearings before a
このような「メディアアーツ」の考え方に関連した作品を発表し

subcommittee of the Committee on Appropriations, House

ているアーティストに、リチャード・ハミルトンとジョン･ケージが

of Representatives, Ninety-sixth Congress, second session,

います。1968 年のロックフェラー財団の "The President's review

「メディアアーツには、ドキュメンタリー、実験的・
Volume 3" に、

「 アルウィン・ニコラス、マーサ・カニン
and annual report " にも、

物語作品及び電子アニメーション作品が含まれる」と明記されてい

ガム、ロバート・ジョフリーのシアトリカル・ダンス作品は、どれ

ます。

もダンス、音楽、映画、映像及びプラスチックアートを取り入れて
おり、新しいミックスメディアアート形式を開拓した 」と書かれて
います。ミルトン・ウルフ・ブラウンは、1979 年に、アメリカンアー
ト（絵画、彫刻、建築、装飾芸術）を次のように要約しています。「60 年
代のミックスメディアアートは、動き、音、光、物理的事実と心理
的効果を環境スペクタクルのなかに融合し、それが、鑑賞者を包み
込み、彼らの感覚に直接入り込む 」。タンストールは「マスメディ
アアーツ」はアメリカの発明だったと述べていますが、ケネス
・クー
ツ・スミスは、著書 "Dada"（1970）のなかで「マルチメディアアート」
が ヨーロッパで生まれたことを強調し、
「現在われわれが『 マルチ
メディアアート』と呼んでいるものの始まりは、カンディンスキーの
流れをくんだものであり、ごく普通の日々の暮らしにも美学的な意
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│ What issues are inherent in Media Geijutsu ?

│

In his book The Media are American（1977）Jeremy Turnstall
suggested that it was the United States that was responsible

Therefore, when it comes to "mass-media arts" and

for creating such an idea of media arts: "While Paris before

"multi-media arts," there clearly seems to have been a

the First World War saw a unique flowering of the serious

split in the ways they were used. This split had to do with

arts, New York saw a unique flowering of the new popular

the divide between the products of the "culture industry"

media arts. The press, advertising, popular music and films
were all battered into their modern..." Could this partly

（Adorno and Horkheimer）and

those of radical independent and

experimental arts.

explain the absence of the notion "media arts" from the
From the existing evidence it seems that the use of "media

British English material before 1980?

art" or "media arts" without additional epithets has become
In 1973, Don Gillis' The Art of Media Instruction referred

-media art," and "multiple media art." Their uses differed

frequently to the notion Media Arts. It even contained a

clearly from those of "mass-media arts." They referred to

chapter（II）dedicated to it, and another one to the "Language

the huge wave of new experimental arts that purported to

of Media Arts". Gillis stated: "To the time-honored list of

combine different means of expression. In 1966, the journal

music, the graphic arts, creative writing, dance and drama

The Twentieth Century wrote about " the inter-media arts of

now come the Media Arts̶ new and ever-changing in their

"happenings" and "action theatre." Hugh Fox, in The Living

electronic capabilities ..." Also in the 1970s, "Media arts"

Underground: a Critical

Overview（1970）,

stated: "Theater,

began to appear in the titles of academic departments and

film, painting, poetry are all being combined to create supra

courses. By 1974, for example, the School of Visual Arts in

generic, mixed media art forms." According to Vogue（Vol.

New York had a "Media Arts Department."
07 08 09│Q&A

149, 1967）,

04 05 06 │ Q&A

common more only recently, although there are exceptions.

such as "multi-media art（s）," "inter-media arts," "mix（ed）

01 02 03 │ Q&A

On the other hand, there was another cluster of concepts,

"The more extreme forms of multiple-media art

deliberately set out to swamp the mind in the environmental

It does not seem, however, that there was an agreement

deluge. The spectator can "appreciate" the work only by

about the contents of "media arts." In 1980, Ronald H.

consenting completely to surrender himself." Eastern World

Silverman, in a book published in the United States by the

wrote in 1968 about the "the multi -media art of laser,

National Art Education Association（Art, Education, and the

electricity and noise." However, it should be stated that

World of Work: a Handbook for Career Education in Art）defined

"multi-media arts" were not limited to electronic tools. Even

areas of the media art taught: graphics, design, photo/

ceramics could be a part of the mix.

cinematography, television, reprography, and media

"five

equipment." When it comes to governmental circles,
Artists, whose works were related to such an idea of "media

the Department of the Interior and related agencies

arts" included Richard Hamilton and John Cage. In 1968, The

appropriations for 1981: hearings before a subcommittee of

Rockefeller Foundation's The President's review and annual

the Committee on Appropriations, House of Representatives,

report also stated that "the theatrical dance works of Alwin

Ninety-sixth Congress, second session, Volume 3, explicitly

Nikolais, Merce Cunningham, and Robert Joffrey ̶ all of

stated: "The media arts include documentary, experimental,

which employ dance, music, film, and visual and plastic arts

and narrative works, as well as work in electronic

̶ have exploited a new mixed-media art form." Milton Wolf

animations..."

Brown summarized in 1979（American art: painting, sculpture,
architecture, decorative arts）:

"The mixed-media art of the sixties

The surge in the use of both "media arts" and "media art"

fused motion, sound, and light, physical fact and psychic

since the 1980s can be easily explained by the onslaught of

effect, in an environmental spectacle that encompassed

digital media, as manifested in virtual reality, multimedia,

the viewer and engaged his senses directly." It is perhaps

interactive media, the internet, and many other related forms.

appropriate that whereas Turnstall had stated that "mass-

The introduction of new media channels was accompanied

media arts" were an American innovation, Kenneth Coutts-

by easier access to digital tools. In response to the growing

Smith emphasized in his Dada（1970）the European origins of

demands, many new academic departments and education

"multi-media art": "... the beginnings of what we would now

programs were established. How were these developments

call 'multi-media art', inherited from Kandinsky, the ordinary

manifested in the use of the concepts "media arts" and

and everyday was imbued with aesthetic significance. lt is

"media art"? Only preliminary reflections can be offered here.

more specifically in the techniques that the Dadaists used..."
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│「メディア芸術」とはいかなる問題であるのか？

│

1980年代以降「メディアアーツ」と「メディアアート」の使用回数が

が、その使命を次のように定義しています。
「デザイン・メディアアー

いずれも増えた理由は、バーチャルリアリティ、
マルチメディア、イ

ツ学部は、個々の学生の能力を開発し、革新的な思考を育てるメ

ンタラクティブメディア、インターネット、その他多くの関連形式に見

ディアクリエーションへの包括的でマルチディシプリナリーなア

られるデジタルメディアの猛攻から容易に説明がつきます。ニュー

プローチを提供する。この学部の教育では、デザインは思考のプ

メディア・チャネルの導入により、デジタルツールへのアクセスが容

ロセスおよび方法、メディアアーツは実験的メディアクリエーショ

易になりました。需要の増加に応え、多くの学部や教育プログラム

ンの最前線であり、その成果は、本、ギャラリー、ゲーム機、イ

が新設されました。このような展開は、
「メディアアーツ」や「メディ

ンスタレーション、映画、雑誌、パフォーマンス、パブリックスペー

ア アート」の概念の用法にどのような形で反映されたのでしょうか。

ス、テレビ、ウェブサイトに見ることができる。われわれは、社会的、

ここでは、とりあえず考えついたことのみを紹介します。

文化的に適切な作品、経験、スペースの創造に取り組んでいる」

「メディアアート」には、
「新しい」や「 デジタル」という形容語が付

［PART1］
［PART2］

いていることが多く、そのほとんどが、1960 年代の「マルチメディ

ラ ン ド 研 究 所 に よ る 啓 発 的 な レ ポ ー ト "From Celluloid to

アアート」や「インターメディアアート」を継承する作品を指してい

Cyberspace: the Media Arts and the Changing Arts World" で

ると思われます。言い換えれば、ここで注目されるのは、1960 年

は、メディアアーツを「 映画、ビデオ、コンピュータまたはそれらを

代的な意味での商業的な「マルチメディアアート」ではなく、 自ら

併用して制作するアート」と定義づけています。著者は、
「映画、ビ

を「アート」であると定義づけている実験的作品です。このような

デオ、オーディオ、インターメディア、マルチメディア」を含めてい

「メディアアート」は、ギャラリーや専門施設、さらにはアルスエレ

（ 舞台芸術 ）に分類されるとし
ますが、通常はパフォーミングアーツ

［PART3 ］

クトロニカ（リンツ）、インターコミュニケーション・センター（東京）

て「オーディオ（ 主に音楽 ）」を除外しています。同レポートは、聴衆、

）山口）等のイベントでの展示を
または山口情報芸術センター（YCAM（

施設、資金調達、流通経路等についても考察しています。例えば、

意図しています。この意味での「メディアアート」は、"New Media

独立したドキュメンタリー映画作家が自分たちの作品を上映する

Art"、"Digital Baroque: New Media Art and Cinematic Folds"

可能性についても論じています。レポートの対象は広範囲に及ん

及び "Media Art Action" 等の書籍名からも見てとることができま

でおり、「メディアアート」についても頻繁に触れられていますが、

「デジタルアー
す。ウィキペディアは、
「ニューメディアアート」を、

これは混乱を招きます。また、普遍的定義のない現在の状況を例証

ト、コンピュータグラフィクス、コンピュータアニメーション、バー

し、ほとんどの場合で局所解を示しています。しかし、
「メディアアー

チャルアート、インターネットアート、インタラクティブアートテ

ツ」は「メディアアート」より包括的であると思われます。
「メディア

クノロジー、コンピューターロボティックス及びバイオテクノロジー

アート」を「メディアアーツ」の対象がより拡がったものだと見るの

としてのアートなど、新しいメディアテクノロジーを用いて創造さ

は、全く見当違いだとは言えないまでも、状況を明確にするよりも

れる美術作品で構成されるジャンル」と定義しています。また同サ

むしろ混乱させてしまう結果を招きかねません。同様に、より普遍

イトでは、「古いビジュアルアーツ（すなわち伝統的な絵画や彫刻等）に

的な人間活動として「アート」を「 デザイン」のサブカテゴリーに分

由来する作品と対立するものと見ることができる」とも述べてい

類できるかもしれませんが、これも大まかすぎるように思われます。

ます。

「メディアアーツ」の問題は、もっと複雑であると思われます。こ
の10 年間で「メディアアーツ」に関係する多くの学部や講座が創設
されました。インターネットは、ここから全く異なるものが生ま
れたことを容易に実証しています。デジタル・マルチメディアのク
リエーションとデジタル映画製作に誰でもが注目するようになっ
ていますが、法人顧客向けのデザインに傾いた様々なタイプのア
イデアも目にします。学生の専攻分野選びを助けるウェブサイト

"MyMajors.com" には、
「メディアアーツには、
マーケティング広告、
会社のロゴ、広告看板が含まれ、メディアアーツの専攻は、ジャー
ナリズム、放送、ビデオ・マルチメディア制作、PR、広告等の分野
への就職につながる」と書かれています。この定義は、1960 年代の
「マスメディアアーツ」の伝統と合致し、企業と離れた芸術的創造性
の余地はないと思われます。

一方、UCLA のデザイン・メディアアーツ学部（DMA）では、学部
学生にはデザイン、大学院生にはメディアアーツを教えています
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│ What issues are inherent in Media Geijutsu ?

It seems that "media art," which is often combined with

│

creativity.

epithets like "new" and "digital," refers in most cases to
works that could be seen as inheritors of the "multi-media

On the other hand, The UCLA Department of Design Media

art" or "inter-media art" of the 1960s. In other words, the

Arts（DMA）that offers undergraduate education in design

focus is on experimental works that define themselves as

and graduate education in media arts, defines its missing as

"art," not as commercial "multi-media art" in the sense of

follows: "[D|MA] offers a comprehensive, multidisciplinary

the 1960s. Such "media art" is meant to be shown in galleries

approach to media creation that fosters individual exploration

or at dedicated institutions and event like the Ars Electronica

and innovative thinking. Within the context of the department,

（Linz）,

the InterCommunication Center（Tokyo）or the YCAM

（Yamaguchi）.

"Media Art" in this sense can be found from

design is a process and way of thinking, and media arts
foreground experimental media creation. The results emerge
in and on books, galleries, game consoles, installations,
films, magazines, performances, public spaces, televisions,

2009）and

and websites. We strive to create socially and culturally

Media Art Action（Frieling, Daniels, 2000）. Wikipedia

defines "New media art" as "a genre that encompasses

01 02 03 │ Q&A

book titles such as New Media Art（Tribe, Jana, Grosenick, 2009）,
Digital Baroque: New Media Art and Cinematic Folds（Murray,

relevant objects, experiences, and spaces."

artworks created with new media technologies, including
An illuminating RAND Corporation report, From Celluloid to

art, Internet art, interactive art technologies, computer

Cyberspace: the Media Arts and the Changing Arts World,

robotics, and art as biotechnology." The entry also states that
it "can be seen in opposition to those deriving from old visual
arts（i.e. traditional painting, sculpture, etc.）"

04 05 06 │ Q&A

digital art, computer graphics, computer animation, virtual

by Kevin F. McCarthy and Elizabeth Heneghan Ondaatje
（2002）defined

"media arts" as "art that is produced using

or combining film, video, and computers." The authors
included "film, video, audio, intermedia, and multimedia,"
but excluded "audio（largely music）," because they thought
that it generally falls under performing arts（p. 2, note 1）. The

of "media arts" have been opened. The internet easily

report discusses issues like audiences, institutions, funding,

demonstrates that their offerings are anything but identical.

and distribution channels. It, for example, talks about

Focus on digital multimedia creation and digital filmmaking

independent documentary filmmakers' possibilities of getting

is fairly common, but one also encounters different kinds

their works shown. The report covers much ground, and also

of ideas, often leaning toward design for corporate clients.

frequently talks about "media art," which is confusing. It

The website MyMajors.com that is dedicated to helping

exemplifies the current situation, which is lacking universally

young students to select their field of study, says that "Media

accepted definitions, and mostly offers local solutions. It

Arts includes marketing advertisements, company logos

seems, however, that "media arts" is more encompassing

and billboards. A media arts major enters careers in fields

than "media art." Seeing "media art" as a category of broader

such as journalism, broadcasting, video and multimedia

"media arts" is not completely misguided, although it may

production, public relations and advertising." This definition

cause confusion rather than clarity. In a similar way, it might

seems to align itself with the tradition of the 1960s "multi-

be stated that "art" is a sub-category of "design," seen as a

media arts," and has no space for non-corporate artistic

more universal human activity. This sounds too broad as well.

07 08 09│Q&A

The issue with "media arts" seems more complex. During
the past decade many academic departments and programs
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│「メディア芸術」とはいかなる問題であるのか？

│

03

メディア／芸術としての写真？
─

前川修

［PART1］

私は写真研究の視点から
「メディア芸術」にアプローチしてみます。

つまり、写真というイメージがすでにある種の自然性や外部性や無

ここで私の言う写真研究は、芸術的写真ばかりでなく、写真論にお

意識を構成し、写真による媒介作用が芸術において前景化されると

いて通常無視されてきた写真も考察の対象に含んでいます。例えば

いうことです。

［PART2］
［PART3 ］

それは、古いものでは心霊写真、ステレオ写真、その他のヴァナ

同じ時期、
「写真としての芸術」
とは対照的な流れとして、写真の芸

キュラー写真、新しいものではプリクラ、エコー写真、デジタル写

術化も進んでいきます。この動向を考えるには1960 年代から90 年

真、そしてパソコンのモニター上で見られるだけの、プリントされ

代にかけてのMoMA のジョン・シャーカフスキーというキュレーター

ない写真も含んでいます。こうした広範な過去と現在の写真メディ

の活動などを考えればよいでしょう。ファイン・プリント、ヴィンテー

アについての考察から、「メディア芸術」を考察する手がかりが引

ジ・プリントという、写真メディアがそもそも持っていた複数性とい

き出せるのではないでしょうか。つまり、現在、写真とそれ以外の

う性質を考えれば倒錯的なことですが、一点ものの、唯一の写真と

メディウムの制作や受容において生じている顕著な特徴である、メ

いう捉え方が生じます。これは写真を芸術作品として理解する言

ディアの相互参照性を明らかにすることができるのではないかと思

説であり、先にも挙げた、19世紀末の「芸術写真」の流れの反復で

います。

もあります。ただし、ここではモダニズム芸術特有のメディウム独

─

自の特性への還元が前提になっています。

写真としての芸術／芸術としての写真／マスメディアとしての写真
─

アとしての写真です。しかし 60-70 年代には、フォトジャーナリズム
写真メディアと芸術とのかかわりを簡単に振り返ってみます。19

世紀前半に発明された写真が芸術に及ぼした影響についてしばしば

は別のマスメディアであるT V の浸透によってすでに危機を迎え、
衰退していきつつあったといわれます。

こう言われます。写真は、現実を描写するメディウムとして、既存

この 3 区分を違う言い方でまとめると、次のようになります。写

のメディウムであった絵画を凌駕した、あるいは、写真の発明を境

真は、そのメディアとしての現在性が失われて無意識的なものに

に絵画は死んだ、と。しかし、
事態はそれほど単純ではありません。

なった後に、一方では「 写真としての芸術」として、他方では「芸術

19世紀末には現実をただ描写するのみではない写真として、絵画的

写真 」として芸術へと取り込まれていく。写真はその社会的機能を

な写真（これは芸術写真と呼ばれます）が 登場します。またこれとは逆

失ってようやく芸術に組み入れられた、実は芸術とは時代遅れのメ

に、芸術作品を複製写真スライドで見ることによって、絵画の捉え

ディアのことではないか、と。

方も変容しています。これは美術史における様式史の見方のことで

しかし、別の見方をすることもできます。写真メディウムの前景化

す。写真自体の芸術化、芸術自体の写真による変容がここでは起き

された機能が使いつくされる瞬間に、それが潜在的に帯びていた複

ています。

数の可能性が浮かび上がってくるという見方です。これは、美術批

戦後の芸術運動と写真との関係についても考えてみましょう。
例えば、コンセプチュアル・アートやポップ・アートにおいては、写真

評家ロザリンド・クラウスが主張していることです。私はクラウスの
主張には異論があります。制度としての芸術領域を視野に入れるだ

メディウムがその制作原理として、あるいは批判すべき素材として

けでは、こうしたメディアの潜在的可能性は十分に見えてきません。

作品に取り込まれています。写真とは社会に浸透した、現実の記号

なぜなら、写真はその発明以来すでに複数の機能や複数の感覚に対

であり、匿名的で反復的メディウムである。このメディウムが、社

して開かれていたのであり、さらには複数のメディアと交錯する収

会と芸術の中継地点となり、作品の原理や素材になります。これを

斂点でもあったからです。写真の歴史を振り返ってみればこのこと

「写真としての芸術」の流れと呼んでおきます。付け加えておけば、
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さらにもうひとつの写真の在り方もあります。それは、
マスメディ

は明らかです。

70 年代以降のポストモダン・アートにおいて事態はもっと複雑です。

─

写真メディアは現実を指し示す記号というよりも、現実自体が写真

写真のアルケオロジー

によって構成される記号になり、これを芸術は素材や方法にする。

─

│ What issues are inherent in Media Geijutsu ?

│

03

Photography as Media/Art?
─
Osamu Maekawa

works of art. Let us call this trend "art as photography." From

perspective of photography studies. The term "photography

the 1970s onward, the situation was further complicated in

studies" as I use it here not only refers to artistic

postmodern art. Rather than signs denoting reality, reality

photographs, but also includes examination of photographs

itself became a sign of photographic construction, art making

generally ignored by photography theory. Older examples

these signs its material and its method. In other words,

include spirit photographs, stereoscopic images and other

images called photographs already constructed natural,

vernacular photography, while more modern examples

external and unconscious qualities, and the effects of

include "Print Club" images, ultrasonographic images,

photographs as media came to the foreground in art.
At the same time, a trend contrary to "art as photography"

but not printed. I feel that this kind of broad examination of

emerged as photographs were increasingly acknowledged
as works of art. The activities of the Museum of Modern
Art（MoMA）curator John Szarkowski from the 1960s to the

shed light on cross-referencing among media, which is now a

1990s provide a useful starting point for considering this

striking feature of the production and viewing of photographs

trend. Although fine and vintage prints seem antithetical to

and other media.

the reproducible nature of photographic media, the concept

─

of one-off, unique photographs came about. This discourse

Photography as Art/Art as Photography/Photography as a

saw photography as art and was a recurrence of the late 19th

Mass Medium

century trend toward art photographs mentioned above.

─

07 08 09│Q&A

past and present photographic media can provide clues for
considering the issue of "media arts." I believe that it can

04 05 06 │ Q&A

digital photos, and photographs viewed only on PC screens

01 02 03 │ Q&A

I would like to approach the question of "media arts" from the

This time, however, it was predicated on a reduction to the

Let me begin by briefly reviewing the relationship between

specificity of the medium, a characteristic of modernist art.

art and photographic media. The invention of photography in

There is one further photographic type: the photograph

the first half of the 19th century is often described as having

as mass medium. However, in the 1960s and 70s

the following impact on art: It was said that photography,

photojournalism came under threat from the spread of

as a medium that records reality, surpasses the existing

another mass medium – television – and was said to be on

medium of painting, or that painting died with the invention

the wane.

of photography. However, the situation was not as simple

To summarize these three categories of photography

as that. The end of the 19th century saw the emergence of

in a different way: After photography lost its currency as a

pictorial photographs（called art photographs）that did more

medium and became unconscious, it was incorporated into

than just depict reality. Conversely, photographic slides

art in the form of "art as photography" on the one hand and

reproducing works of art transformed the way people viewed

"art photography" on the other. The medium of photography

paintings. In an art history context, this brought about form

lost its social function and was finally subsumed by art as an

criticism. Around this time photographs became art and art

old-fashioned medium.

was transformed by photographs.
Consider the relationship between post-war artistic

However, another view is also possible: As soon as the
obvious functions of the photographic medium are used

movements and photography. In conceptual and pop art,

up, multiple latent possibilities emerge. This view was

for example, the photographic medium was incorporated

emphasized by the art critic Rosalind Krauss. I have a

into works of art, either as a fundamental element of their

different view to that of Krauss: It is not possible to fully grasp

production or as something to be criticized. Photography

the latent possibilities of such a medium simply by regarding

permeated society, becoming an anonymous and repetitive

the domain of art as a system in its own right, because ever

medium that represented reality. As a relay point for society

since photography was invented it has been open to multiple

and art, this medium became both a basis and a material for

functions and multiple sensibilities, and moreover has acted
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│「メディア芸術」とはいかなる問題であるのか？

│

［PART1］

ここでいくつかの例を挙げてみます。芸術写真／写真としての芸

て鑑賞するステレオ写真も挙げることができます［fig.3］。この半透

術の外部にあるとされてきたヴァナキュラー写真と呼ばれる写真が

明の写真には、当時のディオラマという視覚装置の特徴が入り込

あります［fig.1］。撮影者不詳であることがほとんどで、ステレオタ

んでいます［fig.4］。時間の経過を複数の光の調節により編集する視

イプ的であり、美的特質に乏しいこうした写真は、第一に見るだけ

覚装置のことです。さらに言えば、ステレオ写真の独特な立体感は

ではなく触るものでもありました。この種の写真はその縁を持ち、

決して三次元的なものではなく、2.5 次元的なものでもありました。

手のなかでそれを見る角度を調節することによって、ある時には

つまり、空間のなかに衝立のように前後に重なる複数のレイヤーが

鏡のように見る者を映し出す鏡像にもなれば、またある時には亡き

あり、観者はその重なりをとぎれとぎれに辿っていく空間が作りだ

人の似姿にもなりました。写真は触覚を必要としていました。また、

19 世紀のマスメディアであっ
されていたのです。この視覚的特徴は、

触覚的ということにはもうひとつの意味があります。写真の被写体

たパノラマ的視覚にも共通しています［fig.5］。写真は他のメディア、

は写真のなかの写真に手を触れ、写真内写真を見るように誘ってい

そしてその作用を参照しています。写真は視覚以外の感覚に開かれ

ます。つまり、この写真を見る者は触覚を通じて被写体を想起する

るばかりでなく、メディア相互の連関の中継地点のような位置も占

人の連鎖に巻き込まれるようになっているのです。

めていたのです。
もちろん、メディア間の参照運動は、現在では、19 世紀のように、

こうした写真は、職人やアマチュアが製作したステレオタイプ的

［PART2］

物にすぎません。だが、その反面で、その制作や受容の仕方は、ブ

互いに等価な位置にあるメディウム同士の参照運動であるとは言う

リコラージュ的でもあります。さらにそれは、ミシェル・ド・セルトー

ことができません。メディウムの相互参照は現在、ポスト・メディウ

の言葉でいえば、国家や権力の押しつける「 戦略 strategy 」に対す

ム的状況に大きく依拠しているからです。

る「 戦術 tactics」のための余地を広く残しています。ヴァナキュラー

─

写真は、一面では技術としてどこにおいても反復されます。しかし、

ポスト・メディウム的写真の状況

その反面で、この反復的技術がそのつど変容しています。しかもそ

─
ポスト・メディウム的と呼ばれる状況が、写真の現在を考えるうえ

［PART3 ］

の変容は、必ずしもある地域に限定されないような移動性を兼ね備

でも重要であることは間違いありません。それは、ヴィデオやコン

えているのです。
第二の例として、ステレオ写真があります［fig.2］。ステレオ写真は、

ピュータという新たな技術的メディアによる従来のメディアの包摂

19 世紀末から流行した、ステレオヴューアーで見る立体的写真の

です。新たなメディアの登場とは、従来の芸術に新たな芸術の一部

ことです。しかしステレオ写真は、三次元的な像を見るためだけの

門が追加されたというよりも、諸芸術それぞれの独自の枠組みとそ

メディアではありませんでした。それは第一に独特な時間経験を約

の相互関係に決定的影響が生じた事態だといったほうがよいでしょ

束していました。例えば、ステレオ写真は、一枚ではなく、シークエ

う。先ほど説明した芸術に包含される写真も、芸術外の写真もこの

ンスとして鑑賞されます。このシークエンスには、あるひとつの物

作用を免れることはありません。
先ほど「 芸術としての写真 」について述べたように、戦後のモダ

語を展開するものもあれば、見る者がその順序を自由に編集し直す
こともできる緩いシークエンスを構成しているものもありました。

ニズム芸術においてそれぞれのメディウムの特殊性への還元という

物語性や時間の編集可能性という働きがここには含まれています。

動きがあったとすれば、この各メディウムの独自性への探求が、あ

第二に、ティッシュカードと呼ばれる、反射光と透過光を調節し

る意味で無効化してしまう状況が生じています。あるいは、別の言
い方をすれば、メディウム独自の性質自体が、新たな技術的メディア
を通じて探求されるという倒錯的な事態が生じているのです。

+

+

例えば、90 年代前後にデジタル写真の登場（アナログ写真の死）をめ
ぐって、デジタル肯定派とデジタル否定派の間で激しい論争があり
ました。しかし、
それは、デジタル以降の環境のなかでの「 写真的な
もの」をめぐる論争でもありました。ここで「 写真的なもの」と私
が言っている写真は、デジタル的環境下で他のメディウムを参照し
た運動をする写真全てを指しています。アナログ写真もここに含ま

+
［fig.1］
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［fig.2］

│ What issues are inherent in Media Geijutsu ?

│

as a point of convergence for the blending of multiple media.

could freely rearrange. This genre encompassed potential for

This is clear from a review of the history of photography.

storytelling and for editing time sequences.

─

Another example is stereoscopic tissue cards, which were

Archeology of "Photographies"

enjoyed by adjusting reflected light and transmitted light.

─

［fig.3］These

translucent photographs used the features of

Allow me to give some examples, beginning with amateur

contemporary dioramas［fig.4］to depict the passage of time

photography. Also referred to as "vernacular photography,"

by adjusting multiple lights. Thus the characteristic multidimensional element of stereoscopic photographs was by

of art photography or art as photography.［fig.1］Mostly taken

no means limited to three dimensions, but could also depict

by unknown photographers, stereotypical, and lacking in

two and a half dimensions. Multiple layers set out one in

aesthetic qualities, these photographs were primarily items

front of the other like screens created a space where viewers

to be not only looked at, but also touched. If one holds this

followed these screens one by one. The visual characteristics

type of photograph by the edge and alters the angle at which

of this technology were shared by panorama-type images, a

it is viewed, at times it will reflect the viewer like a mirror

mass medium of the 19th century.［fig.5］Photography used

and at times it will look like an image of a deceased person.

other media and their effects as reference points. Not only

Photographs need to be touched. This sense of touch is also

was photography open to senses other than vision, it also

significant in another way. If the sitter of a photograph is

acted as a relay point for interactions among media.

01 02 03 │ Q&A

this genre has been regarded as existing outside the bounds

04 05 06 │ Q&A

Of course modern cross-referencing of media cannot

touching another photograph, the viewer is invited to look
at this "photo within a photo." In other words, the sense of

be regarded as similar to the referencing of equivalently-

touch draws the viewer into the link between the subject and

positioned media that occurred in the 19th century, since

the person being recalled.

current cross-referencing depends heavily on a post-medium
07 08 09│Q&A

Such photographs are merely stereotypical images

perspective.

produced by commercial photographers and amateurs. Yet

─

sometimes the ways of producing and viewing such photos

Photography in a Post-Medium Condition

give them a bricolage-type quality. Moreover, to borrow the

─

terminology of Michel de Certeau, they leave ample margin

A post-medium perspective is undoubtedly crucial to

for "tactics" as opposed to the "strategy" forced on individuals

considering photography today. Conventional media are

by nations and authority. On the one hand, vernacular

being subsumed by new media technologies such as video

photography is a technology replicated everywhere. On the
other hand, this replicated technology is transformed with
every use. Furthermore, the transformation has a mobility

+

+

+

+

that does not necessarily limit it to a certain geographical
area.
My second example is stereoscopic photographs.［fig.2］
These 3D images viewed in a stereoscope were popular in
the late 19th century. However, stereoscopic photographs
were not only a medium for viewing three-dimensional
images. Above all they promised a particular temporal

［fig.4］

experience. For example, they were enjoyed not singly but in
a sequence. One sequence may present a story while another

+

+

+

+

was constructed in a loose sequence whose order viewers

+

+

+

+

［fig.3］

［fig.5］
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│「メディア芸術」とはいかなる問題であるのか？

れます。
例えば、コンピュータを使用する環境において、映画やヴィデオ
は動画と、写真は「スチル（静止画）」と呼ばれます。また動画をカメ
ラの液晶画面上で確認しつつ静止させることが写真撮影を意味し
ます。それはたぶん、コンピュータ上で動画を一時停止させること
と見分けはつきません。また、写真のためのスライド・ショー作成と
動画編集の区別も曖昧です。こうした参照運動は、私たちの日常的
実践の特徴になっています。
他方、アナログ写真も、こうした「 写真的なもの」を参照すること
で制作受容される「 写真 」となっています。実際にアナログ写真の
方法を用いているかどうかは重要ではありません。だから、恐らく
［PART1］

デジタル／アナログという分割線があるのではなく、両者を包摂す
るデジタルという枠組みのなかでの「写真的なもの」の自己差異化
や分岐がここでは問題なのです。写真（アナログ）を参照する写真（デ
ジタル）
を参照する写真（アナログ）を参照する……という、なかば自動

［PART2］

的な参照の連鎖、これが現在「 写真 」を考えるうえでは重要ではな
いでしょうか。
ではこうしたポスト・メディウム的環境はどのような帰結を写真に
もたらしたのでしょうか。もはや十分な時間はないのですが、いく

［PART3 ］

つかの徴候を挙げておきます。
一面では、
こうした写真的なものの状況は、とくにウェブ上で「ユー
ザー生成コンテンツ」というキーワードによって肯定的に語られま
す。史上初めて、万人が作品を制作し、それを自由に公開し享受で
きるプラットフォームが誕生し、民主的な芸術が実現されたと言わ
れます。しかし、その反面で、従来の芸術という枠組みに収まらな
い別の特徴も生じてきています。例えば、ユーザーたちの生み出す
コンテンツは、既存の過去の写真映像をレパートリーとして参照して
生み出されることも多いでしょう。過去の芸術写真も入れ子式に参
照されるレパートリーになっています。さらに言えば、ユーザーに
よる自由な生成は、すでに産業が設定した、制限された自由の範囲
内でのものにすぎません。つまりユーザーによるカスタマイズのた
めの余地を織り込んだフレームがすでにあるのです。むしろこのフ
レーム自体を変容させることが先鋭な「戦略」的実践となります。
またこうした写真の受容や制作の特徴として、
写真がコミュニケー
ションの確認のアイコン、あるいは感情的記号になっているという
傾向も生じています。この場合、写真はもはや作品として解釈され
るというよりもコミュニケーション確認のための断片や合図になっ
ています。まとめれば、入れ子式に参照しあい、複数のメディウムが
アマルガムになった写真的なもの、その感情的、情動的な断片的記
号としての流通、これがたぶん写真においても他のメディウムにお
いても共通した特徴なのではないでしょうか。それは従来の芸術の
古典的な語り方ではうまくとらえることができません。
以上のような写真メディアの変容から分かってくるのは、メディ
ア芸術において「芸術」をただ拡張するだけでは十分ではないとい
うことです。芸術をモダニズム的に還元されないメディウムとして、
つまりメディアとして捉えること、そして、メディウムを芸術化する
力学に抗してメディア相互の参照運動を前景化すること、そうした
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イメージの受容や生産における身体や感情に根ざした分析的枠組み
を提起すること、こうしたことがメディア芸術を考えるには必要な
のではないでしょうか。

│ What issues are inherent in Media Geijutsu ?

│

and computers. Rather than adding a new category of art to

them, and this is regarded as the achievement of democratic

conventional arts, it would be more accurate to describe it

art. On the other hand, the situation has created other

as a situation where technology is having a decisive impact

characteristics that cannot be settled within the framework

on the particular frameworks of various arts and their

of conventional art. For example, user-generated content

interrelationships. Neither photography included within the

often references a repertoire of existing photographic images

definition of art（as mentioned earlier）nor photography outside

from the past. This repertoire includes telescopic referencing

the bounds of art can escape the effects of this impact.

of past art photographs. Users are free to generate content

If post-war modernist art sought a reduction to the

only within the limited range of freedom already established

specificity of each medium, as mentioned earlier in the

by industry. In other words, a framework that includes scope

context of "photography as art," in a sense we are now in a

for customization by users already exists. Radical "tactical"

situation where this quest for the unique characteristics of

practices are more concerned with transforming the

each medium has ceased to be valid. Or, to put it another

framework itself.
Another feature of such viewing and production of

of each medium are being pursued through new media

photographs is the trend for photographs to become icons

technologies.

confirming communication or emotional signals. In such

For example, the emergence of digital photography（and
and around the 1990s sparked

cases, rather than being interpreted as works, photographs
are fragments and signs for confirming communication.

fierce disputes between supporters and detractors of digital

To summarize, a common feature of photographs and
other media may be their ability to reference one another
in a telescoped manner and for photo-like images that

images," I mean all photographs referencing other media in

amalgamate multiple media to circulate as fragmentary

a digitized environment, including analog photos.

emotional signals. This phenomenon cannot be grasped well

To give some concrete examples, in a computing

07 08 09│Q&A

technology. However, this was also a debate about "photolike images" in a digitized environment. By "photo-like

04 05 06 │ Q&A

the death of analog photography）in

01 02 03 │ Q&A

way, we are in a twisted situation where the unique qualities

through the classical narratives applied to conventional art.

environment movies and video are called moving images and

The transformations in photographic media described

photographs are called stills. Stopping moving images while

above make it clear that simply expanding the concept of "art"

checking them on a camera's LCD screen signifies taking

is not enough in media arts. In considering media arts, since

photos. Probably this is no different from pausing moving

they do not reduce art to a modernistic approach perhaps we

images on a computer. Moreover, the distinction between

need to regard them as media, to focus on cross-referencing

creating a photo slide show and editing moving images is

that defies the dynamic of turning the medium into art, and to

vague. This cross-referencing is becoming a feature of our

create an analytical framework grounded in the physical and

everyday practices.

emotional experience of viewing and producing such images.

However, analog photographs are also "photographs"
produced and viewed with reference to such "photo-like
images." Whether or not analog photographic methods were
actually used is irrelevant. Thus rather than the existence of
a dividing line between digital and analog, perhaps the issue
in this context is one of self-differentiation and divergence
of "photo-like images" within a digital framework that
subsumes both categories. In examining contemporary
photography, it is important to consider the semi-automatic
chain of references:（analog）photos reference（digital）photos
that reference（analog）photos.
What consequences does such a post-medium condition
have for photography? While we do not have time to examine
this question in detail, let me make a few suggestions. On
the one hand, the situation we have with photo-like images is
regarded positively, particularly in terms of user-generated
web content. For the first time in history we have a platform
enabling anyone to create works and freely share and enjoy
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│「メディア芸術」とはいかなる問題であるのか？

Q&A
discussion

│

PART1 ディスカッション
「メディア芸術」とはいかなる問題であるのか？
─

モデレーター：佐藤守弘

吉岡洋／エルキ・フータモ／前川修

［PART1］
［PART2］

佐藤：幾つも重要な観点が出てきたように思います。始めに、

佐藤： 分かりました。それでは、オブザーバーの方々からのご

写真と芸術、あるいは写真とメディアとの非常にねじれた関

意見あるいはご質問などをちょうだいしたいと思います。い

係についての歴史的な指摘がありました。さらに、そのよう

かがでしょうか。

に芸術やメディアという枠組みからこぼれながらも、いわば

+

戦術（tactics）的に使用されるさまざまなヴァナキュラーな写

+

「メディア芸術 」はアート？

［PART3 ］

真の事例が挙げられました。一番初めに出てきたプリクラな

+

どもそこに入ってくると思います。やはりここで全体の議論

室井：横浜国立大学の室井尚です。午前中のセッションの
「『メ

で重要なのは、ポスト・メディウム─あるいはポスト・メディ

ディア芸術』とはいかなる問題であるのか？」ということで、

アと複数形にしていいのかどうかというところがありますが

わざわざ「メディアアーツ」という言葉ではなく「メディアゲイ

─ そういうポスト・メディウム的状況の中で、写真というも

ジュツ」という日本語を使っていらっしゃるので、そのことに

のが様々なものにとりついていき、相互参照していく。その

ついて幾つかコメントないしは質問をさせていただきたいと

ように現在がポスト・
メディウム的状況であると考えたうえで、

思います。

「メディア芸術」という概念をもう一度問い直すことから、今
からは討論の中で話を進めていきたいと思います。

+

最初に吉岡さんから、文化庁のメディア芸術祭という言葉
が、特にここに集まっている主に美術や芸術にかかわる人々

まず、前川さんの提示した問題に対して、フータモさんおよ

の立場から見ても、また、
マンガやゲーム、エンターテインメ

び吉岡さんから、質問なりコメントなりをいただきたいと思

ントなどにかかわっている人たちにとっても、ややなじみがな

います。その後、全体でのディスカッションという形にしてい

いというか、
抵抗がある概念であるということをお話しになっ

きたいと思います

たのではないかと思います。よく考えてみると、私たちはメ
ディアやアートという文脈で語ってしまうと、その中にマンガ

吉岡：フータモさんは、
「メディアアート」、
「メディアアーツ」と

やアニメやゲームが入っているということに非常に違和感を

いう言葉がどのように表れてきたかということについてご

持ちます。恐らく、逆にゲームやマンガの世界にいる人にとっ

紹介くださいました。前川さんも、写真というひとつのテー

ては、そこにメディアアートという非常に西欧的なファイン

マを取り上げて、その中で「メディア芸術」という問題をどう

アートが入っていることに抵抗を持っているのではないかと

考えるかということを提示してくださったと思います。いず

思うのです。

れも非常に重要なテーマだと思います。僕が提示した問題と

これをどうとらえるかということで、
「メディア芸術」とい

どのように関係づけていいのか、すぐには思いつきません。

う日本語で考えてみると─この辺が日本語のすごくフレ

時間も限られているので、すぐにオーディエンスの方に質問

キシブルなところですが ─ 要するに芸術という言葉には、

なり議論なりを出していただいて、それに反応する形で何か

もともとファインアートという概念が含まれていないので、

言えればと思っています。

「メディアゲイジュツ」とつなげて言ってしまうと、マンガやア
ニメの人たちも抵抗を持たない。また、メディアアートをやっ
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Part1 Discussion:

What issues are inherent in Media Geijutu?
─

Moderator : Morihiro Satow

Hiroshi Yoshioka / Erkki Huhtamo /Osamu Maekawa

Satow: It

seems that several important viewpoints were

I cannot immediately think of how questions I presented
are related to these themes. We have limited time.

made about the extraordinarily convoluted historical

Therefore,it would be better for the audience to raise

relationships between photography and fine art and

questions or undertake discussion and for me to make

between photography and media.Furthermore, various

comments in response.

01 02 03 │ Q&A

brought out.In particular,first of all,remarks were

examples of tactically used vernacular photography
Satow: I understand. So, if

questions from the audience,please share them with us.

mentioned above. I think that purikura（instant photo

+

machines that produce tiny stickers）, which

Is Media Geijutsu art?

were mentioned

you have any comments or
+
+

in the beginning, would fall under this category.

+

Nevertheless, the most important point of the entire

Muroi: My

discussion is as follows. That is, in a post-medium

National University. In the morning session, the

condition（it could be its plural,"post-media"）, photography

following question was posed: "What issues are in

has become involved in various objects, and they are

Media Geijutsu?" They intentionally employed the term

cross-referencing. As such, the present situation

Media Geijutsu instead of the term Media Arts. Thus,I

can be assumed to be of a post-medium. In this

would like to make some comments and raise some

perspective Media Geijutsu should be redefined again,

questions about this.

First, in regards to the question presented by

name is Nao Muroi, and I am from Yokohama

First of all, I think that Professor Yoshioka
mentioned that some people, in particular, those here

Professor Maekawa, we would like Professor Huhtamo

today who work manly in fine arts or arts or those who

and Professor Yoshioka to raise some questions or

are in the fields of manga, games, and entertainment

make comments. Thereafter, we would like to invite

are not familiar or uncomfortable with the term "the

anyone who wants to say something in the discussion

Japan Media Arts Festival held by Japan's Agency for

involving as many as possible. Anyone who wants to

Cultural Affairs."

make remarks is expected to proactively raise his or

07 08 09│Q&A

on which we may start to discuss.

04 05 06 │ Q&A

were mentioned. However, such photography does
not fall within the framework of fine art or media, as

Thinking this reaction more seriously, if we refer

her hand in the middle of the discussion instead of

to things in the context of "media" or "art," we feel

separating people on the stage and those on the floor.

remarkably uncomfortable to find that the context

If this is acceptable to you, we will start discussion.

includes manga and animation games. I interpret that

Please identify yourself before you say something.

those who are involved in games and manga have a
resistance to the category of Media Art which is very

Yoshioka: Professor

Huhtamo introduced the way in

which the terms Media Art and Media Arts have

western fine art.
How should we consider this issue? Thinking

emerged. I think that Professor Maekawa chose the

about this term Media Geijutsu in the perspective of

theme of "photography" and posed the question of how

Japanese language which is quite flexible, the word

Media Geijutsu should be interpreted in relation to this

"Geijutsu" did not originally contain the concept of fine

theme. All themes mentioned above are very important.

art. Thus, people involved in manga and animation
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ている人にとっても、似ているので抵抗を持たないという、

る。そのように考えると、今、思いついたことですが、やは

非常にあいまいだけれどもうまい概念のような気がします。

りマーケットによって部門が分けられているということに、も

恐らく国立新美術館の方では、ゲームやアニメの人たちが

しかしたらひとつの違和感を覚えているのではないかと思い

別にセッションをやっています。ここではどちらかというとア

ます。いかがでしょう。
もちろんこれは第 3 部の問題とかかわっ

カデミックで、アート、ファインアートにかかわっている人が

てくる話だと思いますが。

セッションをやっています。この分裂のようなものをどのよ
うに考えるのか。私たちはもちろんクールジャパンやジャパ

吉岡：今、室井さんから提示されたのは、どちらの立場に立つ

ンクールといわれているものにすごい衝撃を感じています。

のかという問いでした。僕は明らかに後者の立場です。つま

例えばフータモさんの生まれたフィンランドで、ヘルシンキの

り、欧米の確立されたファインアートの世界にどのようにし

［PART1］
［PART2］

大きなブックストアの一番目立つ所に、フィンランド 語版の

て入り込むかという問題意識ではありません。この問題意識

『 エヴァンゲリオン 』がたくさん並んでいたり、あるいはイタ

は多くの現代美術作家、例えば村上隆のような人が非常に明

リア人やブラジル人が『エヴァンゲリオン』の綾波レイとい

確にその行動を通じて示していることだと思います。僕はそ

う女性キャラクターのコスプレをやっていたりするのを見る

うではなくて、室井さんがおっしゃった後者の方、つまり「メ

と、なぜこんなことになってしまったのかと驚くわけです。

ディア 芸術 」という、非常に定義が不完全だけれども、現代

［PART3 ］

それに対して、メディアアートにしてもファインアートにして

の文化の状況をある種包括する概念が要請されてきた意味

『エヴァンゲリオン』や綾波レイと比べて、
も、
日本のアートは、

を考えたいと思います。僕は「メディア芸術 」という言葉自体

世界中でほとんど知られていません。ですから、
「メディア芸

が、西洋近代的なファインアートに対抗して、それを批判的に

術 」という、あいまいではあるけれども集合的な概念を使う

脱構築（ディコンストラクト）していくために有効かどうかは分か

ことによって、日本文化をアピールしたいという文化庁の文

りません。
「メディア芸術」という言葉にそれほどこだわるべ

化政策がその背後にあるのではないかと思います。

きものかどうかは分かりませんが、この言葉が示しているも

では、これはアートであるべきなのか。それとも「メディア

のの周囲で、近代的なファインアートやサブカルチャーの概

ゲイジュツ」という、非常にハイブリッドな概念であるべきな

念ではとらえられない、全く新たな状況が生じつつあること

のかというと、私もよく分からないところがあります。ひと

は主張していかなければいけないと思っています。

つには、アートの世界から考えると、今の世界の中で、イギリ

今回こういうプロジェクトにかかわるようになった大きな

スやアメリカが中心となっているアートマーケットに支配され

動機のひとつもそこにあります。このプロジェクトにかかわ

ていることは事実であると思います。例えばそういうグロー

るまでは、メディア芸術なんて「フン」と思っていました。
「勝

バルなアートマーケットの中に、日本のアーティストや作家が

手にしろ」というような感じの態度をとっていました。しかし、

入っていくことが重要なのか、
それとも何か「メディアゲイジュ

やはり自分がそういう態度をとることによって結果的に何を

ツ」というハイブリッドな概念が、そうした 一元的でグローバ

していることになるのかと考えたとき、つまり僕は国立大学

ルなアートマーケットに対するオルタナティブのような可能

の美学・芸術学の教授ですから、そういう人が「メディア芸術 」

性を持つものとして機能していくのか。私には分かりません

ということに対して「フン」という態度をとるということは、

が、吉岡さんはじめ、特に前川さんや佐藤さんがこのような

結果として伝統的で制度的な芸術概念を温存することになる

ことについて、一体どちらの側に立つのかお聞かせ願いたい

のではないかと思いました。ですから、個人的な理由と、現在

と思います。

の歴史的な状況について考えたいというふたつの理由から、
このプロジェクトにかかわっています。
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佐藤：マーケットの問題は当然かかわってくると思います。昨

ただ、再びここでも言っておかなければいけないのは、
「メ

日、文化庁メディア芸術祭を見に行って、ほとんど人の後頭

ディア芸術 」という言葉を本当にそこまで強力に押し出して

部しか見られませんでしたが、それぞれの部門がもちろん

いけるのかどうかは、僕も全く自信がありません。多分、無

マーケットを持っています。恐らく流通の経路によって 4 つの

理だという気がしています。今、国内でこういうフェスティバ

部門ができているのではないかということを、まず感想とし

ルをやったり、
「メディア芸術 」にかかわるいろいろな活動を

て感じました。メディアアートがアートのマーケットの一部で

したりするには有効だと思いますが、本当に歴史的に重要な

あり、当然、マンガ、アニメーション、ゲーム、インタラクティ

役目をこの言葉に負わせることができるのかというと、無理

ブなもののそれぞれがそれぞれのマーケットの中に入ってい

だと思うのです。室井さんが指摘されたように、わざと「メ

│ What issues are inherent in Media Geijutsu ?

│

generally do not think that Media Geijutsu is strange.

were four categories based on distribution channel.

Also, those who are involved with Media Art do not feel

Media Art is a part of the art market. And manga,

uncomfortable either. It seems that its concept is very

animation, games, and interactive items are each

ambiguous but it is well-coined.

included in their own markets, as a matter of course.

I assume that those who are working with games

Based on this conception–and I have just thought of

and animation at the National Art Center of Tokyo are

this right now–I wonder whether a sense of discomfort

conducting sessions separately.Today,participants

exists about the way that each category is established

here who are involved in art and fine art are conducting

based on each market. What do you think? Naturally,

academic sessions. How should we take these divided

this matter is related to issues to be discussed in Part Ⅲ .

events? Of course, we feel the strong impact of "Cool
Yoshioka: Muroi

has just now brought up the question

of which stance I would take.I would definitely choose

Evangelion in the Finnish language are lined up at the

the latter viewpoint. That is, I do not share the issue

most conspicuous spot of a large bookstore in Helsinki.

on how to participate in the established fine art in

Furthermore, Italians and Brazilians perform CosPlay,

Europe and the U.S., whose awareness, I think, has

dressing as the female character Rei Ayanami. When

been followed by many contemporary artists, such as

we examine such phenomena, we find ourselves

Takashi Murakami,by their behavior. I am not following

surprised as to how this could have happened.

suit and I would like to think about the latter viewpoint
that Muroi mentioned: the incompletely-defined
concept of Media Geijutsu which embraces the modern

world in comparison with Evangelion and Rei Ayanami.

cultural milieu.I am interested in the reason why its

Thus, I imagine that Japan's Agency for Cultural

concept has been desired. I do not know whether or not

Affairs would like to promote Japanese culture using

the term Media Geijutsu would be effective to counter

the ambiguous but inclusive concept of Media Geijutsu.

modern Western fine art or to deconstruct it critically. I

So,we have here a question about the nature of

do not know how much I should dwell on the term Media

art. The remarkably hybrid concept of Media Geijutsu

Geijutsu However,I must stress that completely new

is another matter that raises questions. I do not

conditions are emerging, and the situation cannot be

have clear answers.One point to note–it is true that

understood through the concepts of modern fine art

the art world is controlled by the art market, which

and subculture, given a certain environment.

07 08 09│Q&A

and fine art are hardly known at all throughout the

currently has a central focus on England and the U.S.

04 05 06 │ Q&A

where Professor Huhtamo was born, many copies of

On the other hand, Japanese pieces of Media Art

01 02 03 │ Q&A

Japan" and "Japan Cool." For example, in Finland,

That is the one of my major motives for becoming

For instance, is it important for Japanese artists and

involved with this project. Before my involvement with

authors to penetrate this global market? Or, will the

this project, I totally ignored Media Geijutsu. Basically,

hybrid concept of Media Geijutsu function as an idea

I had a negative opinion of it. However, I thought about

that presents an alternative to the one-dimensional

what the results of this attitude would be.That is to say,

global art market? I do not know the answers.

I am a professor of aesthetics and arts at a national

However, I would like to ask Professor Yoshioka, and,

university. I thought that for a person in my position to

in particular, Professor Maekawa and Professor Satow

take an apathetic attitude to Media Geijutsu would be to

about which stance they each would take.

acquiesce to traditional and institutional conceptions.
Thus, I am involved in this project for two reasons–

Satow:

I feel that the issue of the market will be

involved as a matter of course. I went to see some
pieces yesterday. Unfortunately, I was only able to see

my own personal reasons, and reasons related to the
current historical situation.
I would like to repeat that I am not confident about

the backs of people's heads. However, each category

whether or not the term Media Geijutsu would truly

has its own market. In my opinion, I first felt that there

come into common usage at all, and in fact I think it
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ディアアート」、
「メディアアーツ」ではなくて「メディア芸術」

草原：早稲田大学の草原真知子です。メディア芸術祭のアート

という日本語を使っていますが、この日本語をもっと世界に

部門の審査などにもかかわってきたということもあり、私も

広めようという意図は僕には全くありません。つまり、西洋

吉岡さんとちょうど同じころに「メディア芸術」とは何なのか

近代のファインアートの概念には決して回収できない、芸術

という論文を書いたこともあって、いろいろ考えていました。

の未来像を指し示す素晴らしい言葉だから、世界中の人がこ

特に海外から来ている方に説明しておかなくてはいけないこ

れを使うようにしましょうなどということは考えていません。

ととして、日本語には言葉として単数、複数の概念がないとい

+

うことです。ですから、メディアアートとメディアアーツとい

+

ポスト・メディアの概念

うのは、
どちらも無理やり日本語に翻訳すると「メディア芸術 」

+

となってしまいます。アートとアーツというのは、先ほどのフー

室井：ありがとうございます。今、佐藤さんがおっしゃったよ

タモさんの発表で、それがどのように混在してきたかという

うに、新美術館の展示が展覧会形式で行われていることに、

のがありましたが、それでも英語で何らかの区別がされてい

非常に抵抗感がある反面、なるほど、こういう形で芸術とい

る。メディアアートという部門のときには、普通は単数でいう

う言葉が機能しているのかという感慨を持ちました。明らか

わけですが、そういう単複の違いがないということが日本で

にマンガ、映画、アニメーションのようなものは展覧会には

混乱を起こす原因ではないかということです。

+
［PART1］
［PART2］

向いていません。ですから、ああいう美術館の展覧会という

もうひとつは、
「メディア芸術 」という言葉は、まず芸術と

形式でなぜやらなければいけないのか。コミックフェスティ

いう言葉自体が、例えば江戸時代などには存在はしていまし

バルやコミックマーケットのようなコンベンション形式の方が

たが、全然違う意味で使われていました。ファインアートの

ずっといいのではないか。しかし、そうすると、それはいわゆ

訳語としての芸術や美術というのは、明治時代になってから

［PART3 ］

るファインアートを含まないものとして認知されてしまうの

ウィーン万国博覧会に出すために、そのカテゴリーに合わせ

で、口実としてのメディアアートやファインアートの側にある

るための言葉としてできたものです。ですから、つまり芸術

美術館が使わているのではないかという印象を持ちました。

といったときの概念の歴史的な経緯がかなり違うのではな

もうひとつ、前川さんのポスト・メディアという考え方につ

いかということです。

いてですが、恐らくメディアというものは古くなると、誰も意

それから、先ほどメディアアートがファインアートだという

識しなくなってしまいます。もはや油絵やエッチングという

前提が出てきたような気がしますが、果たしてメディアアー

言い方を誰もしなくなったのと同じように、メディアアートと

トがファインアートかどうかというのも、多分、日本だけの

いう言い方はすぐ古くなっていってしまいます。今、言われて

問題ではなくて、まだ議論のあるところで、これは後の方で

いるのは制作論、僕たちの言葉で言うポイエティックの中に

出てくる話だと思います。もうひとつ、
「メディア芸術 」という

新しいメディアのようなものが深くかかわっているものが「メ

言葉が、成り行きから言うと、既に芸術祭というものが存在

ディア芸術 」と呼ばれているのでしょうが、しかし、よく考え

していて、それに対してメディア芸術祭というものが新しい分

ると、
マンガは全然違います。そういうことも含めて、ポスト・

野を包括するものとして作られました。つまり、マンガやアニ

メディアについて、前川さん、お願いします。

メーション、メディアアートを含む何らかの枠があって、それ
に対してどういう言葉を当てはめるかという形で実際には出

032

前川：
「マンガは別です」と言いたいのですが、先ほどの「メディ

てきたのです。それに対して、今、われわれがやっているのは、

ア芸術 」の問題も、日本独自の現象などというものではなく、

それをどう解釈するかというようなことだという気がします。

もっと広い枠組み、例えば世界各国で同じように起きている

そういう意味で、最初に立てられた設問を、実はこういう

現象が、いわば括弧付きの「メディア芸術」的現象ではないで

状況にあるのだけれども、そこから「メディア芸術 」という概

しょうか。ですから、
マンガの生産や受容においても、恐らく

念が新しい意味を持ち得るのであれば、それは何なのかとい

同じようなことが起きて、これまでの芸術の枠組みは、分析

うようにとらえ直してもいいのではないかと思いますが、吉

をする上ではあまり有効ではないのではないかと思います。

岡さん、いかがでしょうか。

それをポスト・メディウム的状況というように、クラウスもピー

+

ター・ヴァイベルもレフ・マノヴィッチなども使っていますが、

明治時代から始まった「 芸術」の概念

ポスト・メディウム的状況が指す厳密な意味とマンガは違うと

+

は思います。ただ、パラレルな現象だろうとは考えています。

吉岡：今、指摘していただいたようなことを言ったつもりです

+
+

│ What issues are inherent in Media Geijutsu ?

│

might never happen. I think that the term is effective

And in regards to the issue of Media Geijutsu mentioned

in the sense of use in connection with certain events in

earlier, I wonder whether it would be possible to think

Japan and in activities associated with Media Geijutsu.

about a broader framework than one that only treats

However, I think it is impossible for this term to play

phenomenon unique to Japan. That is to say, I think

a historically significant role. As Muroi mentioned

that a so-called Media Geijutsu phenomenon is taking

before, the Japanese term Media Geijutsu is used

place simultaneously around the globe. Therefore, I

instead of Media Art or Media Arts It is not my intention

wonder if a similar phenomenon would occur in relation
to the production and reception of manga, and the
analytical framework of fine art as currently construed

familiarizing people around the planet with this term

may not be very effective. According to Rosalind Krauss,

because it sounds beautiful enough to show an artistic

Peter Weibel,and Lev Manovich, the term "post-

view for the future which cannot be categorized by the

medium perspective" is used with reference to the

modern Western concept of fine art.

aforementioned situation. I think that what "post-

+

+

medium perspective" means in the strict sense of the

+

phenomenon is parallel.

Post-Media Conception
Muroi: Thank

term would not be manga. However, we could say this

04 05 06 │ Q&A

+

01 02 03 │ Q&A

at all to help expand the use of this Japanese term
throughout the world. That is, I am not focusing on

you. As Professor Satow said,I am very
Kusahara: My

National Art Center of Tokyo is being conducted in

from Waseda University. I have been involved with

the form of an exhibition. I am also deeply concerned

examination at the Art Division of the Japan Media Arts

about the function of the term "fine art" when used in

Festival.I wrote a thesis about Media Geijutsu around

such connection. Clearly, this kind of exhibition is not

the same time as Professor Yoshioka did, and I have

appropriate for manga, movies, and animated pieces.

given this matter a great deal of thought. There are

So why is the event being conducted in the form of

certain explanations that we must give visitors from

a museum exhibition? I wonder whether a comics

foreign countries in particular. For one, the Japanese

festival or a comics market in the form of a convention

language does not have the concepts of singular and

would be better. If so, such events would not be

plural linguistic forms. If Media Art and Media Arts are

recognized as including pieces of fine art. Thus, I have

tried to be translated into Japanese, both terms would

the impression that museums associated with Media

be Media Geijutsu. In the presentation of Professor

Art and fine art are being used as an excuse.
One more thing to note concerns the concept of

name is Machiko Kusahara, and I am

07 08 09│Q&A

uncomfortable with the fact that displays at the

Huhtamo, it was explained how "art" and "arts" have
been used in a mixed way. Somehow, "art" and "arts"

post-media according to Professor Maekawa. I am

have been distinguished to some extent in English.

afraid that as media ages, people lose awareness of

Normally, the singular form applies to the category of

it. No one says "oil painting" or "etching" any more.

Media Art. I believe that one reason for some types

In the same manner, the term Media Art will become

of confusion in Japan is we do not have a difference

outdated quickly. Production theory is now a topic of

between singular and plural forms as such.

discussion. I suppose new media is deeply involved

Another point to note is that in regards to the term

in the "poetics" of language. That is what is known

Media Geijutsu the expression "Geijutsu" itself was used

as Media Geijutsu. However, considering the matter

during the Edo era with a totally different meaning.

deeply, the situation of manga is completely different.

"Geijutsu" and "Bijutsu"（art）as translated terms for

With this in mind, please provide us with some

"fine art" were coined to be categorized in a way to be

comments about post-media, Professor Maekawa.

allowed to participate in the Vienna World Exposition of
1873. Therefore, I think that historically the concept of

Maekawa:

I would like to say that manga is different.

"Geijutsu" had a quite different meaning.
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│「メディア芸術」とはいかなる問題であるのか？

が、まず芸術という言葉に関して言うと、
「 アート」という言

│

かなり単純化した形で申し上げていますが、ここで非常に

葉が日本語として使われていて、
「 芸術」という言葉も使われ

はっきりとしているのは、殊にニューテクノロジーを使ってい

ています。これらふたつは相容れないわけではありません

るこのような分野において、ふたつのものはもはや明確では

が、かなり異なった文脈で、二重に使用されているという現

ない、全くそういう側面がなくなってきているということで

実があります。この二重性が「メディア芸術 」という言葉が機

す。多くのデザイナーが、今、どんなはっきりした意味におい

能する条件になっていると思います。

ても、実用的なものは全く意図していないものが出てきてい

［PART1］

ですから、僕は「メディア芸術 」に対して否定的であるわけ

ます。モダニストの機能主義的なデザインの考えから照らし

では全くなくて、何とかして、ポジティブに議論を発展させる

合わせて見ると、全くそれにはまらないようなものが出てき

ために使うにはどうしたらいいかと考えています。そのため

ています。同時に、自らをクリエイターでありアーティストで

には「メディア芸術」という言葉の定義を詮索したり、
「メディ

あると名乗りながらも、有用性、有効性という側面も同時に

アとは 」
「 芸術とは」などという方向から入ったりするよりも、

持つ、不可思議なことですが、日本においては、デバイスアー

「メディア芸術 」という言葉が実際に使用され、流通している
わけですから、その条件について考える方がいいと思ったの

［PART2］

です。だから、
「日本的なもの」についての語り方や、
「 芸術 」

トというものがこの中に非常にしっくりと収まるのではない
かと思います。
ここで思い出していただきたいのは、私たちはメディア芸

がなおも必要ならばその理由は何か、といった問いを立て

術祭を全体の背景として語っていますが、私は同時にここで

「メディア芸術 」とは何かと直接的に
てみました。ですから、

提案したいと思います。もうひとつ インスティテューション

は問い掛けません。

として、同じぐらい興味深く、また重要な参照点としてあるの

そういう問いの立て方をした 一番大きな理由は、
「 芸術」

が、21_21 DESIGN SIGHT です。これは、ちょうどここの後

［PART3 ］

という言葉も「メディア芸術 」という言葉も定義上、非常に不

ろの方にありますが、このミッドタウンエリアにあります。こ

完全なのです。この不完全さは否定的なことではなくて、
「芸

れは三宅一生さんが音頭を取って造られたところです。三宅

術 」や「メディア芸術 」という言葉の不十分さの中に、まさに

一生は、もっと 実験的だけれどもコマーシャルなビジネスと

日本文化が明治以来経験してきた歴史が刻み込まれていると

してのデザインの担い手と考えています。ファッションデザ

いう変化が痕跡として記録されていると思うのです。ですか

インそのものからは 98 年に手を引きました。しかし、直接は

ら、そのことを現代的な文脈において 議論の俎上に載せる

デザインにかかわっていないけれども、デザインを定義し直

きっかけとして「メディア芸術 」という言葉を評価しているの

すべきではないか、殊に新しいテクノロジー的なクリエーショ

です。

ンのアートに照らし合わせてやっていくべきではないかとい
うことに、自らもかなり時間を投入してきました。2008 年の

フータモ： このディスカッションが早速非常に濃いところ、ま

21_21 DESIGN SIGHT オープン以降試みられているのは、ま

た面白いところに入ってきたのを見てうれしく思っています。

さにこのような問題についての議論ではないかと思います。

さらに、これから進むにつれて話しがいのあるものになって

同時に、現在行われている倉俣史朗とエットレ・ソットサスの

いくことが今から予感できます。ここで、幾つか異なるター

展覧会にも出てくる問題かと思います。ですから、メディア

ムやアイデアを挙げていくことが有効かと思います。幾つか

デザインという観念は、そしてデザインの一般的な考え方は、

のエレメントとして出せますが、非常に重要な側面としてこ

芸術を語っていく議論の中に迎え入れて、そこでも考えてい

こで考えていくべきなのは、アートとデザインの間の交錯、

くべきではないかと思います。

インタープレイです。これは欧米的な意味で言っています。ま
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もうひとつ極めて重要なのが、吉岡先生の言葉を引用さ

た、
併せてメディアアート、メディアデザインは、欧米において、

せていただくと、民族的な文化のユニークさを強調し、また

最近非常に重要な問題となりつつあるのではないかと思い

同時に欧米の文化をたたえていくというのは、同じコインの

ます。ポストモダンな時代において、もっと明確に別個のも

裏と表ではないかという旨の指摘がありました。日本の文化

のとして認識されていて、そして明らかだったのではないか。

については、これは極めて当たっているのではないかと思い

デザインというのはプラクティカルなもの、実用的な目的の

ます。日本人が日本文化の明治時代において成し遂げた事柄

ために使われています。しかし、同時にクリエイティビティを

は何かと言えば、西洋とのコンタクトを通じて、ジャポニズ

使っています。そして、アートとは、役に立つ、有用性という

ムやジャポネズリーなどの日本風のものに対する流行が、偉

ことはない。

大な展覧会や万博などを通じて出てきました。しかし、これ

│ What issues are inherent in Media Geijutsu ?

│

I suppose it was stated earlier as a fundamental

and Media Geijutsu are apparently incomplete.I do

fact that Media Art was a form of fine art. However,

not think negatively about this incompleteness. The

whether or not Media Art is fine art is still a quite

history of Japanese culture since the Meiji era can

contentious point.This is an issue not only in Japan

be traced in the insufficiency of the terms "Geijutsu"

but also in other countries. I think that this topic will

and Media Geijutsu.Accordingly, I believe that the

be discussed later. I would like to make another point:

term Media Geijutsu can be used as an opportunity to

The concept of an "art festival" is a longstanding one,

stimulate discussion of the aforementioned matters in

but the Japan Media Arts Festival was created to

a contemporary context.

encompass new fields. Simply put, first there was a
Huhtamo: But

I think that maybe at this point it would

and Media Art and then the term Media Geijutsu

make sense to introduce a few other terms and ideas

emerged and was applied to this framework. In

to the discussion just as a kind of element. I think that

contrast, I feel that what we are doing currently is

a very important aspect that somehow should be taken

finding ways to interpret the term.

into account is the interplay between "art and design"
between media art and media design,which,I think,in

new meaning, based on actual conditions. If this is the

the west, is becoming a very important issue these

case, I think that it would be acceptable to re-define

days. What I meaning is that until the postmodern era

the term. I would like to hear from Professor Yoshioka

or sothese things were much more clearly defined as

about this matter.

separate. Design is something which is for use and for
+

+
Conception of "Fine Art" from the Meiji Era

practical purposes, even though it uses creativity. And
the arts are probably something which are lacking in a

+

+
Yoshioka:

07 08 09│Q&A

or "the arts and design" in the western sense, and also

04 05 06 │ Q&A

In this sense, in regard to the question that was initially
raised, the conception of Media Geijutsu could have a

01 02 03 │ Q&A

kind of framework that included manga, animation,

I think I have said to the same extent as you

elaborated. First, the term "art" is used in Japanese

kind of practical sense, which is more about aesthetics
and issues like this.
Of course this is a simplification, but what is really

for the term "fine art,"and the term"Geijutsu" is used

clear, especially in a field like this where this new

as well. I would not say that these two terms are not

technology is linked, is that these two things are no

compatible. However, in reality, such terms are used

longer clearly defined at all. There are now many

in quite different contexts and in a dual manner. I

designers who are doing work that is not in any clear

suppose that proper use of the term Media Geijutsu is

sense meant to be useful or practical in the sense of

subject to this duality.

modernist functionalist ideas about design. But there

Therefore, I am not negative about Media Geijutsu

are also creators who identify themselves as artists

at all. I have been thinking about the way in which

but do things that have at least some aspect which

this term is used, in order to facilitate constructive

deals with use, at least in a strange way, like this whole

discussion. In an effort to realize it, I think that it

discussion about device art that is now, I think, very

would be better to think in what conditions this term

much a part of this whole field here in Japan.

is used than to find its definition or the meaning

Related to this is the extremely important point

because the term Media Geijutsu is actually used and

that Professor Yoshioka. To quote Yoshioka-san, he

disseminated.. Therefore, I have raised questions

said, "emphasis on the uniqueness of ethnic culture

regarding the "Japaneseness" narrative and the reason

and adulation of western culture are indeed two sides

why "Geijutsu" is necessary（if applicable）. I am not

of the same coin." I agree that, especially in the case

directly

asking what Media Geijutsu is.
The foremost reason why I put the question in this
way is that the definitions of both the terms "Geijutsu"

of Japanese culture, this is very much true. This is
also relatedto the theory ofhow Japanese cultural
achievements of the Meiji Era have been reinterpreted
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│「メディア芸術」とはいかなる問題であるのか？

│

は一種のフィクションでもあります。というのは、日本の文化

おりというか、商業的なものや資本主義的なものにかかわる

が自分たちの生み出したクリエイションをどのように理解し

けれども、それはセルトー的な意味でずれていくような動き

ていたかということとは違う状況が出てきているからです。

も持っているというように、ポスト・メディウムに関して考えて

ですから、このようなフィクションがどうやって生み出された

います。

のかという歴史的な視点は、文化と、また文化自らをどのよ
うに定義づけていくのか、その成果についてどう考えていく

佐藤：今のセルトーの戦術は、もちろんブリコラージュとかか

のかということも、この議論の中で考えていくべきだと思い

わると思いますが、ひとつ問題があって、そのようなブリコ

ます。

ラージュ的戦術というものを、いわば資本側あるいは権力側
がもう一度流用する。そのことをカウンターブリコラージュ

［PART1］
［PART2］

佐藤： デザインというものが非常に重要なタームだというこ

といっている本もあったと思います。例えばストリートスタ

とは、フータモさんのペーパーの最後にも挙げられています。

イルがファッションデザイナー、パリコレクションの中に流

恐らく英米圏においてメディアアートが、デザイン、メディア

用されていく。ただ、それからさらにもう一度、ストリート

デザインの中に包括されるべきものではないかということ

側が戦術的に再流用するというようなことも起こり得ると

があったと思います。私も一応、デザイン学部に所属して

は思います。ですから、単に戦略／戦術という二項対立では

いますが、日本ではそのような発想はそれほど一般的には

なくて、そこで恐らく使用者と資本の対話のようなものが起

ありません。今、例に挙げられた三宅一生というデザイナー

こっていると考えてみるのも、もしかしたら面白いかと思い

の存在および、例えば倉俣史朗などでもそうだと思います

ました。

が、そうした存在を考えてみると、デザインというタームの可

+

［PART3 ］

能性というようなことも考え合わせていかなければならな
いという気がしました。

+

+

「メディア芸術」と「メディアアート」のトートロジー

+
+

ターム& 概念の再定義

+

白井：上武大学の白井雅人と申します。かつて ICC（ NTTインター
コミュニケーション・センター）の学芸員をやっていました。根本

+

的な質問から始めたいのですが、
「メディア芸術 」という言葉

ツァールテンと申します。明治学院大学から参

でくくられている 4 つの部門の中に「メディアアート」がある

りました。デザインの定義をやり直すということは、極めて

ということで、芸術とアートというものが一種トートロジー

興味深いコンセプト／プロジェクトだと思います。吉岡先生

的に使われているということに対してどうなのかということ

が先ほどおっしゃっていた可能性は、新しい経済モデルの可

をまずお聞きしたいと思います。

+
ツァールテン：

能性ということにもつながってくると思います。前川先生

もうひとつ、戦略ということで言うと、
「クールジャパン」

に伺いたいと思うのは、ポスト・メディウムというコンセプト

というところです。
「メディア芸術」というものがそのような

が、メディアと資本のモデルに対して何らかの影響を及ぼす

意味づけで使われているとすると、それはやはり日本文化を

可能性があるのかどうかということです。

売り込むための戦略であるのかどうか、既に前提としてそこ
にあるのかどうかというところがご質問として伺いたいとこ

前川：ご質問ありがとうございます。ミシェル・
ド・セルトーの

ろです。

戦略（strategy ）と戦術（tactics ）というタームを挙げたのは、そ

私の立場としてはどちらかというと、メディアアートをファ

こに意味があります。単純に商業的だ、実用的だ、機能的だ

インアートとして囲い込みたいと考えています。それは学芸

ということによって否定されるべきではなく、既存の資本主

員的な意味合いからということもあります。ただ、それは多

義的な流通や商業性のようなものを幾分帯びている形で、そ

分第 3 部で展開されるお話だと思いますので、後ほどお話し

れを異化するというか、ずらしていくような形の試みが、私

させていただきたいと思います。この 2 点について明確なお

が「 戦術 」と言っているものです。ポスト・メディウムという言

話を伺いたいと思います。

葉だけだと、単に新たなメディウムが出てくるために、それが
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一元化されるという議論に終わってしまいます。それをさら

吉岡：ありがとうございます。僕も最初に、メディア芸術祭に

にポスト・ポスト・メディウムというべきか、ずらしていくよう

含まれているジャンルの中にメディアアートがあるというこ

な観点を考えなければいけません。ご質問していただいたと

とを知ったときには、今、質問された方と同じような感想を

│ What issues are inherent in Media Geijutsu ?

│

through the prism ofcontact with the west, how

"post-medium" alone will cause a new and different

Japonerie ̶the fashion for things Japanese developed

medium to simply emerge, and this will lead only to a

out of the great exhibitions of the day and things like

discussion how to integrate the two. So to speak, the

that. That idea is of course a fiction, a fiction because

aforementioned discussion must be raised to the level

that is not how Japanese culture understood the

of a "post-post-medium" perspective. A transformed

meaning of those creations itself. Because we are

perspective must be conceived. Questions were

dealing with fictions I think that we have to understand

raised earlier. Despite the fact that commercial and
capitalistic concepts are involved, such concepts will

historical perspective linking these ideas about certain

be flexibly changed through a transformation similar

aspects of culture, the culture itself, and definitions of

to that discussed by Michel de Certeau. I am thinking

its achievement should be two or three things being

about a post-medium perspective.

01 02 03 │ Q&A

how these fictions werecreated, and that is why this

considered.
Satow:
Satow: "Design"

Michel de Certeau's "tactics" as mentioned just

now involve a bricolage-type quality as a matter of

is an very important term. This is also

Huhtamo. I think that they discussed that Media Art

"tactics" involving a bricolage-t ype quality diverted for

should be encompassed by the categories of design

capitalistic exploitation or the needs of other forms of

and media design in Britain and the U.S. I belong to

authority. I think that some books call this "counter-

the Department of Design. However, this viewpoint is

bricolage." For instance, street styles are used by

not generally popular in Japan. As I think why Issei

fashion designers and Paris Fashion Week. However, I

Miyake and Shiro Kuramata, designers mentioned as

believe that it is possible for the street side to reclaim

example, exist, I felt that the potential of term "design"

once again what has been lost in a tactical manner.

must be carefully considered.

Dialogue between users and the capitalistic side might
+

+

Zahlten:

be taking place not simply based on binary oppositions
comprising "strategy" and "tactics." It may be valuable

Redefinition of Terms and Concepts
+

+

07 08 09│Q&A

course. There is one problem. The aforementioned

04 05 06 │ Q&A

mentioned at the end of the paper written by Professor

Alexander Zahlten from Meiji Gakuin University.

to try to think this way. I am sorry; this has all just
come off the top of my head.
+

The redefinition of design is of course a very

+

interesting project and concept. It sort of connects to

The Tautology of Media Geijutsu and Media Art

what Yoshioka-sensei was talking about in terms of

+

possibilities for a new economic model. I want to ask

Shirai:

Maekawa-sensei if his concept of the post-medium

Jobu University. I was formerly a curator at ICC

entails any kind of effects for an economy of both
media and capital?

+
My name is Masato Shirai, and I am from

（NTT InterCommunication Center）
.I

would like to raise a

fundamental question. Media Art is divided into four
categories, and these categories are all included under

Maekawa:

Thank you for your question. I think you have

the umbrella of the term Media Geijutsu.Thus, I would

a point about the terms "strategy" and "tactics" as

like to ask for opinions about whether or not "Geijutsu"

used by Michel de Certeau. According to the theory,

and "Art" are used in a sort of tautologized manner.

involvement with commercial,practical, or functional

One more thing ̶ I would like to ask about "Cool

issues should not be simply denied. The meanings of

Japan, "speaking in terms of "strategy." If the term

these terms will be differentiated or transformed with

Media Geijutsu is used with the meaning described

existing forms that depend on capitalistic distribution

earlier, does this constitute a "strategy" that would

and commercialism. I use the word "tactics" with

allow Japanese culture to be promoted in the end? I

reference to this challenge. The use of the term

would like to whether this idea has been presented in
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│「メディア芸術」とはいかなる問題であるのか？

│

持ちました。いわゆるコンピュータその他を用いた芸術とい

ミュニケーションテクノロジーを用いた芸術作品 」という使

［PART1］
［PART2］

う意味でのメディアアートはファインアートであるのか。先

い方があって、他方では「ポピュラーメディアアート」や「マ

ほど草原さんから、必ずしもそうではないというご指摘も

スメディアアート 」というように、マスメディアに媒介され

ありましたが、たしかにニューメディア、デジタルメディアを

て流通する文化産業のことを指して「メディアアート」とい

使わないようなファインアートと、そういうものを積極的に

う言葉が使われていたという報告がありました。それも非常

利用していくメディアアートの間にある種の境界があるとい

に興味深いと思いました。というのは、日本語の「メディア

うことは分かります。しかし、大きく見れば、明らかに「メ

芸術」という言葉、あるいはメディア芸術祭の展開には、そ

「 アート」
ディア芸術 」としてくくられている 4つの部門の中で、

ういうふたつの意味での「メディアアート」、つまり「コミュ

と呼ばれている部門だけが少し浮いた感じがする、非常に違

ニケーションテクノロジーを用いた芸術作品 」の両方を包括

和感があるということははっきりしていると思います。僕の

するような大きなカテゴリーとして「メディア芸術 」という

立場は、そういう違和感も含めて考えようということです。

名称を使っている、ということが現象としてあるように思う

その背後に日本的なもの、クールジャパン的なものを売り

からです。つまり、文化庁メディア芸術祭には、一方にメディ

出していこうという意図があるのかどうかという質問がもう

アアートの部門があって、他方では、マンガやアニメのよう

ひとつありましたが、それはあると思います。しかし、直接的

に基本的にマスメディアに媒介されて流通している文化的創

ではないと思います。こうした文化庁の事業の中で、日本的

造が、別のカテゴリーとして幾つか立てられているというこ

なものを直接「 クールジャパン万歳！」というような感じで

とになっているわけです。

売り出していくのではないところが、経済産業省などとは違

吉岡さんのご発表の最後に、
「芸術」という言葉の規範性

うところです。ですから、明らかにそこには何らかの論理的

は今でも有用性を持ち得るのではないかという問題提起が

［PART3 ］

な意味づけのようなものが必要になっているのだろうとい

ありました。けれども「メディア芸術 」という言葉が今、文

う感じがします。その必要性が恐らく今日のようなコンベン

化的な戦略として担っていることとは何か、ということを考

ションにも結び付いているのかなと思っています。

えてみたとき、それはある意味では、芸術という規範をそも

+

+

芸術という言葉の規範性

+

そも必要としていないような文化的な創造のプロセスを規範
的な力を持つ芸術という言葉の裏側に忍び込ませるような

+

門林： 関西大学の門林岳史と申します。フータモさんのご発表

をふたつの点から非常に興味深く聞きました。まず、
「メディ

戦略、つまり、最初のフータモさんの発表の中で、2000 年
「メディアアーツ」
という言葉が使われなくなっていて、
以降、
「メディアアート」と呼ばれるようになっているとおっしゃっ

アアート」という言葉に関しては、単数形の「メディアアート」

ていた際の、「メディアアーツ」の方を「メディアアート」の中

と複数形の「メディアアーツ」というふたつの用法があって、

に忍び込ませるような文化的な戦略と見ることもできるの

2000年を境に複数形の「メディアアーツ」という用法が極端

ではないかと思います。そうすると、芸術の規範的な性格

に減っている。それとは逆に単数形の方はそこから増え続け

に今でも有用性があるというときに、一方では規範的な力

ているという現象があるということでした。これは特に理由

の持つ危険性も感じ取られるべきではないかと思ったので、

は分からないとおっしゃっていたと思いますが、多分、単数

その点についてお二人にご意見を伺いたいと思います。

形でいわれるときのアートとは、つまり普遍的な理念として
の芸術、規範的な力を持つ芸術であり、従ってuncountable
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フータモ：

非常に知的で洞察力に富んだご質問をありがとう

な名詞として、しばしば大文字で書かれる芸術のことだと思

ございます。なぜ、「メディアアート」と「メディアアーツ」

います。つまり、大文字の芸術としてのメディアアートの使

という言葉が、あのように明確に異なる使用状況になってい

「メディ
われ方が 2000 年を境に急速に増えている。要するに、

るかというのは本当に分からないのです。これは単なる推測

アアート」というものが既にジャンルを生成するような規範

でしかありませんが、
「メディアアート」というのは常に成長

的なものとして認知され始めたということと対応しているの

し、また広く使われるようになってきています。この傾向は

ではないかと思ったので、そういう解釈が成り立つかどうか

どんどん続いていると思います。これはなぜかというと、
「メ

を伺いたいということが 1 点です。

ディアアート 」と呼ばれているものが少しずつファインアー

もうひとつは、フータモさんの発表の中で、60-70 年代頃

トのコンテクストの間で受け入れられる度合いが強まってき

の「メディアアート」という言葉の用法に関して、一方では「コ

ているからかもしれません。その言葉がファインアートの状

│ What issues are inherent in Media Geijutsu ?

│

the past. Please answer my questions.

Media Arts, has decreased sharply since the year

Personally, I would like to see Media Art subsumed

2000. On the other hand, the use of the singular form

within the category of fine art. This desire stems from

has been increasing since that time. I thought that

a kind of "curator's perspective," as well. This topic

Professor Huhtamo said that he did not particularly

will most likely be developed further in Part 3, so I hope

know why this was the case. I think that the singular

to discuss it later. I would also like to hear some clear

form of the word "art" has connotations of a universal

opinions about the two points mentioned above.

philosophy,that is, the art with artistic and canonical
strength.Therefore, I think that this is what is meant

Yoshioka:

Thank you. When I discovered that Media Art

by the word "Art" written with a capital "A" and often
used as an uncountable noun. That is to say, the use of

Festival for the first time, I had the same opinions as

the term Media Art with the same sense as "Capital-A
Art" has been rapidly increasing since 2000. In short, it

Art a kind of fine art in the sense that art makes

follows that this phenomenon corresponds to the fact

use of computers and the like? Earlier, Professor

that Media Art has already started to be recognized as

Kusahara mentioned that she thought Media Art was

a canonical factor that creates genres. Thus,I would

not necessarily fine art. To be sure, I understand

like to hear opinions about the authenticity of this

that there is a kind of boundary between fine art that

interpretation.
Another point is that, according to the presentation

does not use new media or digital media and Media

made by Professor Huhtamo, it was reported that

broad terms, clearly, from among the four categories

the term Media Art in the 60s and 70s was used

organized using the term Media Geijutsu, the category

in one sense in reference to "works of art using

called "art" does not completely fit. It quite apparently

communication technology." In another sense, the

causes sense of discomfort. I would like to see matters

term Media Art was used to indicate the culture

in the perspective with this sense of discomfort.

industry as it was distributed via mass media, such as

One question was raised as to if behind Media

"Popular Media Art" and "Mass Media Art." I thought

Geijutsu is any intention to promote something

that this was very interesting. The term Media Geijutsu

Japanese or "Cool-Japan" something. I think that it is

in Japanese and the developing Japan Media Arts

correct but this is not directly intended. The Agency for

Festival are assumed to show the phenomena that the

Cultural Affairs is, in that sense, different from Ministry

expression Media Geijutsu is used in two meaning: Media

of Economy, Trade and Industry which does not

Art per se and "works of art using communication

hesitate to promote something Japanese as "viva Cool

technology". Media Art is one category on one side at

Japan!". This standpoint differs from that of the. In

the Japan Media Arts Festival. On another side, several

regards to this matter, I feel that it is clearly necessary

separate categories have been established for cultural

to bring some logical thought to bear. I suppose that

creations that are basically distributed via mass media,

this necessity has lead to today's convention.

such as manga and animation.
+

The Canonicity of the Term "Fine Art"
Kadobayashi:

My name is Takeshi Kadobayashi, and I

At the end of the presentation made by Professor
Yoshioka, a question whether the canonicity of the

+

+

07 08 09│Q&A

Art that proactively utilizes these media. However, in

+

04 05 06 │ Q&A

the person who just now raised a question. Is Media

01 02 03 │ Q&A

is part of a genre included in the Japan Media Arts

term "fine art" would allow its sustained use was
raised. However, when we think about the ways in

am from Kansai University. I was deeply impressed by

which the expression Media Geijutsu currently plays a

the presentation of Professor Huhtamo in two points

role in terms of a cultural strategy, a cultural creation

in particular. First of all, there are two forms of the

process that does not require "fine art" canonicity is

term Media Art the singular form Media Art and the

included within the scope of "fine art" with canonical

plural form Media Arts. The use of the plural form,

strength. As Huhtamo said in his initial talk this can

039

│「メディア芸術」とはいかなる問題であるのか？

況の中でもっと表れるようになってきた─そのために、単

│

の方は親しみがあるから」というようなことを言われました。

数形のアート、そしてメディアと結び付けていくことが出て

そのとき僕が感じたのは、そのように芸術という概念の

きているという可能性はありますが、そのあたりはもっと

持っている規範的な性格をアートというカタカナ語、単に外

もっと資料を洗いださなければ、どのようになっているかと

来語をカタカナ表記しているだけの言葉に置き換えることに

いうことは確信が持てません。

よって、何か今までとらわれていた規範的概念の抑圧性から

複数形のメディアアーツの方が衰退しているように見え

逃れる、解放されることができるかのように思って使うこと

るのは、ひょっとしたらお互いに競い合うタームが使われる

自体が、最も芸術の規範性が抑圧的に働く場合だと思いま

ようになってきているせいかもしれません。例えばデジタ

す。ですから、別にアートという言葉を使ってはいけないと

ルアーツやコンピュータアートというような言葉が使われ

言っているわけではありませんが、僕が先ほど芸術という言

［PART1］
［PART2］

てきているところで凌ぎを削っている状況だということが、

葉の持っている規範的な性格にまだ利用価値があると言った

ひょっとしたらあるのかもしれません。言葉同士が戦ってい

のは、むしろそれが「 古くさくいかめしい」からです。つまり、

るという状況で、コンセプト同士がお互いに競い合っている

そこにまだ近代の日本がいわゆるファインアートの概念を西

のかもしれません。ただ、私がここで言えることは、エヌグ

洋から受け取って、
それを何とか自国文化と、自分たちの持っ

ラム・ビューワーが示すとおりであるならば、さらにこの研

ている伝統文化の中で消化しようとしてきた戦い、葛藤の痕

究を続けていくだけの価値があるかと思います。

跡が明らかに見えるからです。そういう意味で、芸術という

60-70 年代、マスメディアアートとマルチメディアアート

言葉の規範的な性格が残るというのはそのとおりです。残

が同時進行で使われていた時代を見てみると、マルチメディ

るからいいと思っているのです。そういう意味で先ほど言い

アの方の側面は実に多くの意味／形で、例えばテレビなど

ました。

［PART3 ］

の新しいマスメディアチャンネルといったものへ自分たちを
つなげていこうとしたものの、なかなか叶わなかったという

佐藤：そろそろ第1 部が終わりに近づいてまいりました。これ

状況でした。例えばメディアアートをテレビに載せて放送し

がコンベンション全体のひとつの前提となり、第 2 部、第 3 部

ていくことは、非常に長い間思いどおりに進まず、フラス

に織り込まれていき、だんだん展開していくという形ですの

トレーションがたまる状況だったということがあるかと思

で、第 2 部、第 3 部でもこのような自由な討議の場が設けら

います。メディアをアバンギャルドの取り組みのようになぞ

れると思います。そのときにはぜひよろしくお願いします。

らえて考えていくと、日本を含めた幾つかの国々では、例え
ばデジスタプログラムを深夜放送などにのせていったとい
うことが原因として挙げられます。
マスの媒体にどのようにアクセスを実現させていけるの
かは、アーティストが常に取り組んでいる戦略ですが、成功
した事例は比較的少ないのではないかと思います。
ですから、
アーティストの多くは受け入れられていません。一部だけは
受け入れられているという、奇妙で不可思議な状況になっ
てきています。ですから、確かにリンケージはあるけれども、
両極化されていて、全く別個のものではないということです。

吉岡： 芸術という言葉の規範性についてのご質問にお答えし

ます。何年か前に、僕はある美術関係のイベントから頼まれ
て、短い文章を書いたことがあります。その中で、企画者の人
から「 先生、この文章の中の『 芸術 』という言葉を『 アート 』
に置き換えては駄目ですか 」と言われました。
「 アート」とい
う日本語です。「どうしてそうしなければいけないのですか 」
と聞いたら、
「 芸術という言葉は、若い人にとってはちょっと
古くさくていかめしい感じがする一方で、アートという言葉
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│ What issues are inherent in Media Geijutsu ?

│

be interpreted as a cultural strategy that places Media

of phenomenon and so we should just remember that

Arts within the scope of Media Art given that the term

there are links and connections. It is not so polarized

Media Arts has not been used since 2000 and the term

and separate that situations such as you have seen in

Media Art is now used more widely. If this is the case,

my research presentation based on words might give

while the terminology remains valid in regards to the

you. There are ways of trying to bridge it but I think

canonical nature of fine art at present, we should keep

that basically that kind of tension has existed for many

the danger of the strength of canonicity in mind. Now

years within that field.

I would like to welcome opinions from the two persons
on that point.

Yoshioka:

I would like to address the question about the

canonicity of the term "fine art." I have written a bit
The fact that the media arts seems to be

at the request of those involved with an art-related
event. A person involved with the project asked me if

are so manycompeting terms people are starting to

it would be acceptable to replace the term "fine art" in

use, terms like like digital arts, computer arts and

a sentence with the term "art." The term he used was

those kinds of things. It may be that this is just

the loanword "art" taken from English. I asked him

about competition between concepts, sort of like a

why he wanted to use this word. He replied that while

fight between words. But it is a little difficult for me

the term "fine art" sounds stern and old fashioned, the

to say for sure. I can only say that if what I seem to

term "art" sounds cordial.
I felt at that time that the canonical nature of
"fine art" could be simply altered with the use of the

researching further and trying to understand more.

Katakana loanword. As a result, people could use

There are parallels that can be found in the use of mass

the term as if it helped them released or escape from

media arts and multimedia arts in the 1960s and 70s

oppression by the canonical concept that had inhered

to their uses today. Back then multimedia sites sought

thus far. Through this, we see that the canonical nature

to gain access to television, then a new form of mass

of "fine art" can function oppressively. I would not say

media. But those efforts were ususally frustrated

that the term "art"（as a loanword）should not be used.

with success being found most often with avant garde

However, I believe that the canonical nature of "fine

projects. There are some successful examples from

art" can still be of vital value. This is because such

various countries, including "Digi-Sta"（short for Digital

term is rather "stern and old fashioned." That is to say,

Stadium）in

modern Japan received its conception of the fine art

to less attractive venues, appearing late at night or

from Western countries. And we can clearly observe

where it is not easily accessable.

traces of the battle and struggle that modern Japan

The struggle to gain access to mass media has

07 08 09│Q&A

the Google Ngram Viewer points out, then it is worth

Japan, but most of this material is relegated

04 05 06 │ Q&A

in decline may have to do with the fact that there

have discovered, is something real and correct as

01 02 03 │ Q&A

Huhtamo:

went through in its attempt to integrate this conception

been an ongoing concern of artists, although it has

using the lens of its own culture and traditions. In

fully succeeded in in relatively few cases. And where

this regard, I agree that the term "fine art" retains its

it has succeeded the art has had a hard time finding

canonical nature, and I think it is totally acceptable.

a home, a place where it fits in. It has not been fully
Thank you. It is about the time for Part Ⅰ to come

accepted by the so-called art world, meaning the world

Satow:

of fine arts, although the fine arts world does embrace

to an end.The discussions we have had will provide

some of its elements. It seems like it functions as a

a foundation for the rest of the convention, and the

certain kind of filter on its own, although it has never

content of these discussions will be incorporated into

been able to appreciate the phenomenon as a whole,

Parts 2 and 3, leading to further progress. I think

at least not until recently. Certain artists are accepted,

that this format will provide opportunities for free

but most of them are not. It is a funny, strange kind

discussion in Parts 2 and 3.
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│日本文化（とりわけマンガやアニメ）が広く世界に受け入れられている理由は何か？ それらにおいて普遍的に共有されている質とは何であるのか？

越境するマンガ：複合的な記号のクロスカルチュラルな拡散について理解する
─
ポール・ブーイサック

04

［PART1］

1. イントロダクション：境界なきマンガ

画など、それがどのような形式であるにせよ、ある物語が成功する

─

かどうかを予測することは、意外性に満ちた結末を孕む特に危険な
マス・カルチャーの産物としてのマンガ芸術は、
現代のテクノロジー

課題であると言えるでしょう。
事実、映画産業や出版産業の歴史は、

［PART2］
［PART3 ］

によって支えられた全ての形式の中で、広い範囲の世代と特別な関

驚くべき成功と思いもよらぬ失敗からなる編年史なのです。さらに、

心にわたって、多くの日本人の社会生活における重要な役割を演じ

たいてい費用のかかる言葉の翻訳の過程を必要とします。それとは

ています。能や歌舞伎と同様に、
マンガは、この視覚言語が取り巻く

対照的に、
マンガ、アニメ、テレビゲームおよびその派生物の世界的

主題とジャンルの多様性のために、恐らくは社会により強く結びつ

な拡散は、当初の文化的境界から自らを解き放ち（Ito、2005 ）、世界

いたものとして、日本の文化を理解するにあたっての明確な文化的

的なメディア現象として（ Schwartz 及び Rubinstein-Avila、2006 、Pelliterri、

特徴を体現しているのです。日本の読者にとって、
マンガは日常生活

2010 等 ）、そしておびただしい数の局所的な制作物を生み出すことの

の文脈の中で理解されています。海外の観客によって鑑賞される際

出来る教育的なコードとして（Nagatomo、2003 、Tsukamoto、2006 ）、飛

には説明的な注釈を必要とする伝統的なハイ・カルチャーの作品と

躍的な数で複製されていったという複合的な記号論的産物の事例

は対照的に、大部分のマンガはそのような翻訳や文化的な文脈付け

を観察者に提供してくれるものです。マンガの拡散の歴史を追跡し、

を必要とせず、あるいはより少ない説明で済むものなのです。マン

その特異な性質を記述することは、くじけるような、しかし扱いや

ガが、それ自体のうちにそれ自体によって意味を生成する能力は、

すい企てを構成しており（Johnson-Woods、2010 ）、このような状況がど

その起源にある文化的なコードや、大部分の吹き出しやキャプショ

のように、なぜ生じたのかを理解することは、大きな課題であると

ンに時折現れる言語学的なメッセージによってさえ、基本的には境

言えます。本稿の目的は、文化の進化に関する様々な記号論的モデ

界づけられていません。それゆえ、
マンガを研究する者は次のよう

（Dawkins、1976 ）
として概念化
ルとミーム論的モデル、後者は「ミーム」

な困惑する現象に突き当たります。すなわち、典型的なナショナル・

された文化的単位の概念に基づいていますが、それらの手助けを借

アートの産物が、このローカルな芸術産業の作品のためのグローバ

りて、包括的な形でこの問題を効率的に系統立てて解き明かす手法

ルな需要をあらかじめ用意し、その発展に自らを寄与させることが

を探ることにあります。この領域においては、同様の現象を解釈し、

ないとしても、グローバリゼーションという通路に乗っかることに

究極的には真のグローバル・カルチャーの明瞭かつ倫理的な説明の

よって、やすやすと、しかもスピーディーにその最初の文化圏の境界

ために、認識論的に前進することが重要かつ実際的な意味合いをも

を越えて広がっていくという現象です。

つものであると考えます。

テクノロジーと象徴形式の社会文化的な歴史は、ある種の複合的な
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─

行動や産物には、言語の境界を越えて、様々な地理的環境と文化的

2. マンガという視覚言語のクロスカルチュラルな拡散を説明すると

コンテクストへの驚くべき順応力をもって伝播する傾向があること

いう試み

を示しています。先史時代のビーカー陶器（Renfrew、1987等）や、さら

─

に時代を下って登場した車輪（Tarr、1969、Bulliet、1990 ）やその近代版化

マンガとアニメの拡散が単一のモデルまたは理論だけでは説明

身とも言える自転車（ Whitt 及び Wilson、1982 ）は、伝播した大半の理由

できない文化的現象であるということは明らかです。これには、前

をその優れた機能性によって説明することができます。一方、建築

世紀に記号論の名で登場した、現実の社会文化的状況と激動する時

デザインや装飾モチーフなどについては、純粋に実用面だけでその

代の変遷につれて現われた数多の理論的動向との対立を経て発展

理由を説明することは容易ではありません。
それは様式とファッショ

を続けている、ある種の認識論的シナジー（epistemological synergy）

ンのダイナミクスに属しています。しかし、物語とそれを視覚的に具

が求められます。このアプローチは、
心理学、
社会学、経済学、美術史、

体化したものが、瞬く間に国際通貨のごとく広まり、統制を受けず

文学、カルチュラル・スタディーズ、メディア論等に固有の、それぞれ

にばら撒かれていることについて、経済学やマーケティング戦略の

の学術的関心に応じたマンガの側面にだけ焦点を当てる手法では

合理的な用語で説明することはなおさら困難です。噂話、小説、映

代替の利かないものです。例えば、
リテラシー研究者の視点（Kress、

│Why has Japanese culture（especially manga and anime）developed a worldwide audience? What universally shared qualities does it have?
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1.Introduction: Manga without borders

difficult to explain in the rational terms of economics and

─

marketing strategies. Predicting the success of a narrative
proposition whose outcome is full of surprises. Indeed,

important part in the social life of many Japanese across

the history of the film and novel industries is a chronicle

a wide spectrum of generations and special interests. It

of unexpected failures as well as surprising successes.

can even be contended that manga embodies a defining

Furthermore, it usually requires a costly process of linguistic

cultural characteristic of the perception of Japanese culture

translation. The worldwide diffusion of mangas and their

on a par with Nô theatre and Kabuki albeit probably more

derivatives in the form of anime and video games presents

socially inclusive because of the diversity of the themes and

to the observer a case of complex semiotic artefacts which

genres which are encompassed by this visual language. For

emancipated themselves from their initial cultural bonds（Ito

Japanese readers, mangas are understood in the context of

2005）and

their everyday life. However, by contrast with the productions

phenomenon（e.g. ,Schwartz & Rubinstein-Avila 2006; Pelliterri 2010）

of the traditional high culture which require explanatory

and as a teachable code able to generate numerous local

commentaries if they are to be enjoyed by foreign audiences,

productions（Nagatomo 2003; Tsukamoto 2006）. While tracing

mangas for the most part do not need such translation

the history of the diffusion of mangas and describing their

and cultural contextualization or at least they do so to a

idiosyncratic features constitute a daunting but manageable

lesser extent. Their capacity to produce meaning in and by

enterprise（Johnson-Woods 2010）, understanding how and

themselves is not fundamentally bound by the cultural codes

why this happened is a major challenge. The purpose of

of their origins, not even in a large measure by the linguistic

this paper is to explore the ways in which this problem

messages which occasionally appear in their balloons or

could be effectively formulated in a comprehensive manner

captions. The students of mangas are thus confronted with a

with the help of various semiotic and memetic models of

puzzling phenomenon: the ease and rapidity with which the

cultural evolution, the latter being based on the notion of

products of a typically national art have spread beyond the

cultural units conceptualized as "memes"（Dawkins 1976）.

boundaries of their initial cultural sphere by piggybacking on

Epistemological advances in this domain would have

the channels of globalization if not contributing themselves to

important practical implications for the comprehension

the development of these channels through priming a global

of similar phenomena, and the eventual lucid and ethical

The socio-cultural history of technologies and symbolic

were exponentially replicated as a global media

construction of a truly global culture.
─

forms shows that some complex behaviours and artefacts

2.The challenge of explaining the cross-cultural diffusion of

tend to spread across linguistic and ethnic borders with a

the visual language of Manga

remarkable ability for adaptation to different geographical

─

environments and cultural contexts. Cases such as the

It should be obvious that the global diffusion of mangas and

prehistoric beaker pottery（e.g., Renfrew 1987）or the more

animes is a cultural phenomenon which cannot be explained

recent wheel（Tarr 1969; Bulliet 1990）and its modern avatar

by a single model or theory. It requires an epistemological

the

bicycle（Whitt and Wilson 1982）can

be explained, for a large

07 08 09│Q&A

demand for the works of this local artistic industry.

04 05 06 │ Q&A

in whatever form（rumour, novel, film, etc.）is a most risky

supported by contemporary technology, plays an

01 02 03 │ Q&A

As a mass cultural product, manga art, in all the forms

synergy of the type which has emerged in the past century

part, by their superior functionality. Architectural designs

under the name of semiotics and which continues to develop

or decorative motifs are less accountable in purely practical

through the confrontation of its numerous theoretical

terms and pertain to the dynamic of styles and fashions. But

streams with actual socio-cultural situations and symbolic

the uncontrollable dissemination of tales and their visual

dynamic processes. This approach cannot be substituted for

embodiments which quickly become global currency is more

the specialized methods of psychology, sociology, economics,
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2000 等）と政治学者の視点（ Kinsella、2000 等 ）は、それぞれ発達心理学

純な口の形や眉毛のパターンで表されることに注目するのは、些細

と批判イデオロギーにおけるマンガの役割に関する比較的有意義な

なこととは言え、こうしたイメージが持つクロスカルチュラルな訴

考察であると言えます。同様に、
社会学的に動機づけられた研究は、

求力に関連したものであると言えるでしょう。人物の見つめている

本質に関わる論点を呼び起こし、特定の地域的な文脈におけるマン

方向と覚醒の度合いについての情報を直ちに示している眼の図画的

ガの半ばグローバルな消費の人口統計的かつ地政学的なマッピン

な扱いは、最も重要な直感への読者の注意を強く焦点にしています。

グに関する豊富なデータを提供するものです（Bouissou、2006、2010 、

大きすぎる瞳は、心理学的魅力と性的関心を表す普遍的な生物学的

Pelliterri、2010 ）。
しかしながら、これらの統計や社会心理学的視点も、

記号なのです。

日本のマンガの産出者によって制作され多様な文化的文脈におい

マンガにおいて手段として与えられている別の普遍的な特性とし

て模写された、マンガ芸術がもつ普遍的な魅力を説明するには、十

ては、幼い丸顔と四角く角張った顔といった顔の特徴を対比させた

分なものではありません。

り、丸みを帯びた体形と巨大でずんぐりした体形を対比させたりと

［PART1］

それでは、文化的かつ言語的な地域の多様性において、文化横断

いった顕著な二項対立があり、これは人間の進化の歴史の奥深くに

的に拡散されたマンガの依存性は、どのように説明することができ

刻み込まれた反応を刺激し、文化的コードの副次的な精緻さを回避

るでしょうか。記号論の諸概念から進化した抽象的な視点に基づい

する上で、特に明白で効果的な方法のひとつにあたります。 人間の

（i）
て、この問題の 3 つの側面を順に検討してみることにしましょう。

もっとも基本的、つまり身体に組み込まれたレベルで相互作用が行

）登場人物、行為者、アクタン（行為項））は、普遍的な生命記
動作主（agents（

われる際の信号の研究である、生命記号論の観点から言えば、マン

［PART2］
［PART3 ］

号論の観点からその視覚的性質と物語論的機能によってまず定義

ガは最適な情報の密度と一貫性を提供しています。また、衣服（その存

（ii ）
動的な物語構造は、記号論とミーム論の観点から文化
できます。

在の有無にかかわらず）
や、フォントの扱い、聴覚的な情報と触覚的な情

（iii ）物語
的進化の法則に従ったアルゴリズムとして特徴付けられる。

報とを限られた言語的構成要素で伝えるための独特なデザイン処

の中で実践されるゲーム理論のモデルを通じて、なぜ一部の複合的

理についても同様のことが言えるでしょう。日本語を読むことが出

な象徴形式がその文化的境界を越え、脳の報酬領域を刺激する特定

来ない読者にとってさえ、フォントの選択や文字の書き方のスタイル

の神経伝達物質の生成を促す力を介して普遍的な依存性を持つに

は、あいまいな、声の大きさや柔らかさ、怒りあるいは愛、暖かさ

至ったのかを説明することができる。よって、焦点は、マンガの消

あるいは冷たさ、敵意あるいは協力を示すのに十分なのです。

費が生み出す快楽にとっての説明原理としての神経-記号学（neuro-

ページからページへと視覚的に語られる物語の内容とは無関係

semiotics）にあたるのです。

に、これらが喚起するイメージと状況の生命記号論的価値は、一部

─

の読者が純粋にその性的満足を目的として消費するようなもので

（ i ）生命学的信号の表象

─

あるとも言えます。ある種のマンガは特にさまざまの性的な目的と
フェティッシュな読み手をターゲットに描かれていますが、全てのマン

一般的に、マンガの起源は、物語を図示する古代の巻物にあると

ガは、物語のレベルでなくとも、ジャンルの構成的な要素として、あ

2007 年にサントリーミュージアムによっ
考えられています。それは、

る程度までのエロティックな含意を含んでいるのです。マンガは一

て企画された、国宝に指定された昔の絵巻物（鳥獣人物戯画絵巻、2007）

種の最適にエロティックな記号論を成立させているのです（Bouissac、

の展示に見られるような、日本の文化史において、少なくとも千年

1992、2009）
。多くのマンガの登場人物の強制を受けない感覚的性質は、

前にさかのぼるイラストの物語として描かれた旗幟のようなもので

なかでもBouissou（2010）が 指摘しているように、強く検閲された、

す。コミュニケーション上の制約から、この独創的な媒体は、特有の

あるいは自己検閲された、ヨーロッパやアメリカのコミックを特徴づ

記号論的機構を必要としました。語り手と聞き手の距離を埋めるた

けている性的な中立性とは、劇的に対比されるものです。このこと

めの、相対的な図式化と過剰なまでに関連付けされた特徴がそれに

だけでも、マンガのクロスカルチュラルな人気に対する一見信頼で

あたります。こうした特性は、印刷メディアやアニメーション・メディ

きそうな根拠となり得そうですが、これはより複合的な社会文化的

アに受け継がれてきたと考えられます。実際にこれらふたつ─

現象のひとつの側面に過ぎません。実際、マンガというのは、そもそ

絵巻物とマンガ─の知覚的アプローチに共通して見られるのは、

もは性的な刺激の単なる放出である以上に複合的な物語なのです。

はっきりと曖昧さを残さずに情報を伝えなければならないイメージ

しかし、明示的あるいは暗示的に、身体的あるいはロマン主義的な

について、詳細に分析したり延々と沈思黙考することを拒む、速度

魅力の視覚的な証拠を伝える一対一の組合せは、それ自体において

の要因です。マンガ雑誌の読者を観察していると、彼らが速いペー

充足しがちな欲望を前景に示すような物語の核心だということに注

スでページを繰っていることが分かります。マンガには、ステレオタ

意しなければなりません。

イプ化された顔と身体のパターンからなる豊富なレパートリーが見
られ、これらはほぼコマ全体を占める唐突なクローズアップで表現
されることが少なくありません。いかなる場合も、
コマは一貫性の
ある記号で記号論的に飽和した状態にあります。また、怒り、恐れ、
嫌悪感、軽蔑、勝ち誇り、親密さといった人間の基本的な感情が単
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─
（ii ）物語の力

─
物語の構成要素に関する一世紀にわたる省察は、A.J. グレマスの
物語の基本的構造に関する綿密な研究で頂点を極めますが、その
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│

art history, literary and cultural studies, and media theory which

perceptual approaches – the Emaki and the Manga modes --

focus on aspects of the mangas which are relevant to their

a speed factor which does not allow for a detailed analysis or

disciplinary concerns. For instance, the perspective of literacy

a contemplative lingering on the images which must deliver

scholars（e.g., Kress 2000）or political scientists（e.g., Kinsella 2000）

their information in a robust and unambiguous manner.

are valuable discussions of the role of mangas in developmental

The observation of readers of Manga magazines shows that

psychology and critical ideology, respectively. Similarly,

they turn the pages at a fast pace. Mangas exhibit a rich

sociologically inspired research raises essential issues and

repertory of stereotyped facial and body patterns which are

provides an abundance of data concerning the demographic and

often displayed in sudden close-ups by occupying most of the

geographic mapping of the quasi global consumption of mangas

frames. In all cases the frames are semiotically saturated

in particular local contexts（e.g., Bouissou 2006, 2010; Pelliterri 2010）.

with consistent signs. It is trivial, but relevant to the crosscultural appeal of these images to note that basic human

not sufficient to account for the universal appeal of manga art

emotions such as anger, fear, disgust, sneer, triumph,

as produced by their Japanese procreators and replicated in

affiliation, etc., are indicated by simple mouth outlines and

various cultural contexts.

eyebrow patterns. The graphic treatment of the eyes which

How can we try to explain the addictive power of mangas

provides immediate information on the direction of the gaze
and the degree of arousal of the subjects forcefully focuses

diversity of cultural and linguistic areas? Three aspects of the

the readers' attentions on primal instincts. Enlarged pupils

problem will be considered successively from the abstract

are a universal biological sign of sexual attraction and

point of view developed by various branches of

psychological interest.
Other universal features which are implemented in

their visual qualities and their narrative functions in terms

mangas include the strong binary oppositions between

of universal human biosemiotics;（ii）their dynamic narrative

neotenic rounded faces versus square and angular facial

structures can be conceptualized as algorithms subject

features, or curved body morphologies versus massive and

to the laws of cultural evolution in terms of semiotics and

stolid figures. These signals are among the most obvious and

memetics, and characterized by the redundant actualizations

most effective ways of triggering responses deeply rooted in

of their

the way in which the models of

the evolutionary past of humans and bypassing the secondary

game theory are implemented in manga narratives can best

elaborations of cultural codes. From the point of view of

explain why such complex symbolic forms transcend their

biosemiotics, that is, the study of the body signals through

cultural borders and become universally addictive through

which humans interact with each other at the most basic,

their capacity to trigger the production of specific neuro-

hard-wired level, mangas offer optimal information density

transmitters which stimulate the reward areas of the brain,

and consistency. Similar remarks can be made regarding the

thus bringing neuro-semiotics in focus as an explanatory

clothing（present or absent）, the treatment of fonts or specific

principle for the pleasure their consumption creates.

signs to convey acoustic and tactile information with limited

─

linguistic components. Even for readers who cannot read

（i）
The

representation of biological signals

Japanese the choice of fonts or styles of calligraphy suffice to

─

indicate unambiguously loudness or softness, anger or love,

Mangas are generally considered to have their origins in

warmth or coldness, aggression or affiliation.

the ancient scrolls of images and painted banners designed

07 08 09│Q&A

their agents（characters, actors, actants）can be defined first by

functions;（iii ）finally,

04 05 06 │ Q&A

which is the basis of their trans-cultural diffusion in such a

semiotics:（i ）

01 02 03 │ Q&A

However, these statistics and socio-psychological insights are

Independently of the stories told visually from page to

to illustrate story-telling going back to at least a thousand

page, the biosemiotic value of the images and the situations

years in the history of Japanese culture as it was shown

they evoke are such that some readers consume them purely

by an exhibition organized by the Suntory Museum of Art

for their erotic gratifications. Some mangas are designed to

in 2007 on ancients Emaki（scrolls）which were declared

specifically target various sexual orientations and fetishist

a National Treasure（Chôjû-Jinbutsu-Giga Emaki 2007）. The

audiences but it appears that all mangas involve as a

communication constraints of this original medium required

constitutive component of the genre some degree of erotic

a particular semiotic economy: relative schematisation

implications on the visual if not narrative level. They achieve

and redundancy of relevant features in order to make up

a kind of optimal erotic semiotics（Bouissac 1992, 2009）. The

for the distance between the storyteller and the audience.

unconstrained sensual qualities of many manga characters

These characteristics seem to have been carried over to

dramatically contrast with the sexual neutralization which

modern print and animation media. There is indeed in both

characterizes European and American comics that are heavily
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結果判明したことは、全ての物語は、それがどのような様態軸上で、

存在していたとは）思えません。人類は物語依存症を患っているとさえ

あるいは多様な様態軸上で展開されているにせよ、比較的単純な

言えるほどです。それを本当だと思うにせよ架空の話だと思うにせ

アルゴリズムによって生み出されているということです（Greimas、

よ、人は、物語を聞いたり語ったりすることに決して飽きることは

1983、Budniakiewiz、1992、Boyd、2009 ）
。叙事詩と小説の複合性は、記

ありません。それどころか、同じ物語を何度も何度も、同じように楽

号論理的な段階を通じて、動作主（またはそのグループ）が 体験した否

しみながら耳を傾けるほどです。物語そのものは非常に限られた種

定的な価値（不足や損失）を、その失われた価値ある対象物の回復や獲

類のプロットに基づいたものです。前述したとおり、全ての物語は、

得に転換するという基本的な定型パターンの拡張、反復、または複

同一の基本的構造の無限のバリエーションを再現しているのだと言

合的な埋め込みとして、極めて効果的に分析することができます。

えます。その理由を理解することが、なぜ一部の物語が国際通貨の

この場合、失われた価値ある対象物としては、物質的なもの（財産等）、

ごとく拡散するほどの効果があるのかを解き明かす鍵となること

［PART1］
［PART2］

社会的なもの（地位等）、道徳的なもの（尊厳等 ）、感情的なもの（ 友人、

でしょう。様々な形式に民話が移り変わっていくことは、幅広く多

恋人、配偶者等 ）などが挙げられます。こうしたプロセスには、支援者

様な文化の領域からたどることが出来ます。物語構造のアルゴリズ

または敵対する者として、主たる動作主に対して相対的な立場で、

ムは、諸機能間の明確に定義された関連性を特定し、その変容に一

その行動に寄与するその他の動作主が登場します。全体の構造は、

定の形を与えますが、これは単に全体像の一部でしかありません。

コミュニケーションの弧の中に埋め込まれています。基本的には、

ネットワークとしてみれば、物語の結節点は行為者によってなされた

例えば、いくつかの物語構造をひとつの競争の形（ 二人の動作主が同じ

決断です。こうしたふたつにひとつの選択とその帰結がなければ、

目標、または相反する目標を持つ）
、または複数の物語が互いに鏡像をな

決して何も生じません。このようなプロセスは、ゲーム理論家によっ

す、あるいは主流から枝分かれしたが並行して組み込まれたような

て報酬を目的としたゲームとして、また、消費者レベルにおける経済

形に統合できるような方法は無数に存在します。

的意思決定を合理的に理解することを第一の関心事とする合理的

［PART3 ］

基本的なアルゴリズム、つまり、物語をそれが終わるまで語ると

選択理論として解釈されてきました。しかし、ゲーム理論は、経済学

きに人が従う一連の指示は、それが自然言語のうちに示されたもの

の範疇を超えて社会科学の領域や自然淘汰による進化のプロセスに

であれ、あるいは言語の形態をなす視覚的意味（Cohn、2010）によって

適用できる、非常に生産性の高いモデルであることが立証されてい

示されたものであれ、あたかも人類の普遍的特性であるかのようで

。その理由は、ゲーム理論は報酬を目的とする決定
ます（ Gintis、2009）

す。物語の基本的な構造が特殊な美学的効果を生み出すために部

的な代替選択肢として、基本的に利己性と協調性を包含しているか

分的にこうした指示から逸脱することはあっても、完結した物語に

らです。利他的行動と対立する情け容赦ない利己主義は、多くのマ

は、想像され得るあらゆる様態において、語り手と聞き手の第一

ンガで繰り返し現われるモチーフであることは、しばしば指摘され

の認識の予想を裏切らないという、この単純なアルゴリズム形式に

てきたことです。

よって規定される始まりと終わりが存在しています。予想外の結末

ではここで、何が報酬として 理解されているかを明らかにするこ

を迎えるときであってもそれは変わりません。物語がこのアルゴリ

とにしましょう。報酬とは、喜びまたは幸せとして経験される欲求を

ズムを繰り返し実行すればするほど、より効果的に物語への注目を

満たすこと、つまり、不足または損失の解消は、物語のアルゴリズム

操れることになり、認識的かつ感情的かつ記号論的に効果的であろ

においては行動を誘発することを言います。欲求（食べ物、セックス、

うとするための努力はあまり必要でなくなります。多義性、内省性

地位、支配力など）
を満足させること、またはゲーム（ 政治、スポーツ、発見

（reflexivity）、ときには解決不能なジレンマさえをも育む文学作品（挿

など ）
に勝利することは、神経科学者が脳の「 報酬中枢 」と呼ぶとこ

絵付き小説の形式であっても）と比較すれば、
マンガは多くの部分が直接

ろの神経化学的作用、なかでも、
ドーパミンの放出プロセスと相互に

的なものであるように思われ、人類の歴史の初期の段階から私た

関連付けられます（ Burke et al. 2008、Flagel et al.2011、Iversen et al. 2011、

ちが認識している原始的な物語構造を野蛮に具現化したものに見え

Stuber et al. 2008 ）
。
しかし、興味深いことに、ことの善し悪しは別とし

る場合さえ少なくはありません。しかし、
マンガのこうした性格は、

て、報酬は高揚感、言い換えれば、コカインなど、ドーパミンに似

その際立った特徴のひとつを示すものではあるものの、マンガがグ

た化学的組成を持つ気晴らしのドラッグが引き起こす
「 ハイな気分」

ローバルなコンテクストにおいて、まるで記号的な炎のように燃え

をもたらすようなゲームのシチュエーションの結果であるとも思わ

広がった理由を十分に説明するものではないということにわれわ

れます。また、依存性を正当化する脳の報酬中枢が活性化した状態

れは留意すべきでしょう。重要なのは、マンガが、内外の両方にお

をいつまでも再現したいという衝動でもあると言えます。ギャンブ

ける国際的な商取引と電子メディアという通路を通って、マンガに

ルや誘惑といった一般的な意味でのゲームは、負けてもゲームのも

触れる人々の間に生み出すある種の依存性の源泉を理解すること

たらす喜びや経験を繰り返す刺激が減じることがないほどに依存

です。

性が高いということは良く知られています。結局人間はまた、悪い

─

終わり方をすると定義され、事実であれ虚構であれ、破滅的な出来

（iii）
物語の快楽

─

事の価値を何度も味わうような悲劇をも楽しんでいます。言うまで
もなく、動機の神経伝達によって担われる部分に関する、この複合

この世界に、物語の魅力を育まない文化が存在するとは（あるいは
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censored or self-censored as, among others, Bouissou（2010）

graphic novels）which

pointed out. This alone could provide a plausible ground for

sometimes unsolvable dilemmas, mangas seem to be, for

their cross-cultural popularity but is only one aspect of this

the most part, direct, often brutal realizations of the primal

│

cultivate ambiguities, reflexivity, and even

much more complex socio-cultural phenomenon. Mangas

narrative structure which organizes our cognition from a very

are indeed primarily stories more complex than the mere

early age. Let us note, though, that this descriptive feature of

playing out of sexual stimulations. It should be noted, though,

mangas, which points out one of their salient characteristics,

that any dyad which explicitly or implicitly conveys evidence

does not suffice to explain why they have spread like a

visual of physical or romantic attraction is in itself the kernel

semiotic fire in a global context. The key is to understand

of a narrative as it foregrounds a desire which tends to its

the source of the kind of addiction they create among the

satisfaction.

populations which are exposed to them through the channels

─

of international commerce and electronic media both at

（ii ）The

power of narratives

home and abroad.
01 02 03 │ Q&A

─

─

A century of reflections on what constitutes a story,

（iii）The

pleasure of narratives

─

the fundamental narrative structure, has shown that all

There does not seem to be（nor to have ever been）any culture in

tales, whatever the modalities or multimodalities through

the world which does not foster a fascination with narratives.

which they are implemented, are generated by a relatively

We could even say that humankind is addicted to stories.

simple

algorithm（Greimas 1983; Budniakiewiz 1992; Boyd 2009）.

Humans are never tired of listening to, or telling stories
whether they consider them true or fanciful. They even listen

effectively as expansions, recursions, or multiple embeddings

again and again with equal pleasure to the same tales. The

of a basic formula which transforms through semio-logical

narratives themselves are based on a very limited number

stages a negative value（a lack or a loss）that is experienced

of types of plot. As we saw in the preceding section, it can

by an agent（or a group）into the recovery or the acquisition of

be demonstrated that all narratives reproduce endless

the missing valuable object. The latter may be material（e.g.,

variations of the same fundamental structure. Understanding

property）, social（e.g., status）, moral（e.g., dignity）, or affective（e.g.,

why it is so will be the key to uncovering why some narratives

friend, lover, or spouse）.

are so effective that they reach the status of global currency.

relatively to the main agent, contribute to his/her actions as

The migration of folktales in various forms can be traced

helpers or opponents. The whole structure is embedded into

back over huge and diverse cultural areas. The algorithm of

a communicative arc. There is, in principle, no limit to the

narrative structures specifies well-defined relations among

ways in which several such narrative structures can combine

functions and formalizes their transformations but this is

for instance in the form of competitions（two agents have the

only one part of the picture. As a network, the nodes of a

same goal or opposite goals）or

narrative are decisions made by the actors. Without such

in the form of parallel stories

which mirror each other or branch out from a main stream.
The fundamental algorithm, that is, the set of instructions

choices among alternatives and their consequences nothing
could ever happen. These processes have been construed

that one follows when telling a story until the story comes

as games aiming at a pay-off by the theoreticians of game

to closure, appears to be a human universal whether it is

theory and rational choice theory whose initial concern was

implemented in a natural language or by visual means which

to understand economic decisions made at the consumer

constitute a form of language（Cohn 2010）. Even when the

level. However, game theory has proved to be a very

basic structure of narratives is partially transgressed for

productive model that is applicable well beyond economics

creating special aesthetic effects, a complete story has a

to the disciplines of the social sciences and to the process

beginning and an end determined by the form of this simple

of evolution by natural selection itself（e.g., Gintis 2009）as

algorithm which satisfies the primal cognitive expectations

it fundamentally involves selfishness and cooperation as

of the narrator and the audience in any modality that can

the crucial alternative of choices aimed at a pay-off. It has

be imagined even if it provides an unexpected outcome. The

often been pointed out that brutal self-interest confronting

more redundantly a narrative implements this algorithm, the

altruistic behaviour is a recurring motif of numerous mangas.

more effectively it commands attention and the less effort it

07 08 09│Q&A

The complexity of epics and novels can be analyzed very

The process involves other agents who,

04 05 06 │ Q&A

which culminated with A.J. Greimas's elaboration of

Now, let us specify what is understood as a pay-off. It

requires for being cognitively, emotionally, and semiotically

is the euphoria produced by the satisfaction of a need, for

effective. By comparison with literary works（even in the form of

instance, the solving of the lack or loss which has triggered
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│

物語ではないにせよ、少なくとも一部の物語が、なぜ人間の脳に対

）Piaget、
1915）という概念は、何百年、否、千年もの間にわたっ
agencies（

して大きな力を発揮するのか、そして、物語構造とゲームは効果を

て人々に亡霊のようにつきまとってきました。この概念は、40 年ほ

及ぼすのに特定の分節言語を必要としないため、自然言語の束縛

ど前に進化論者リチャード・ドーキンスの見解（1976）に触発されて、

とは無関係にそれらが展開された場合に、なぜそれらが大勢の人々

科学的・哲学的なディスクールとして登場した新語「ミーム 」の名の

の間に拡散する力を有しているのか、その説明を大幅に単純化して

下に、より明確な形で登場することになりました。この概念に関す

きました。そうした意味から言えば、マンガは当初のコンテクスチュ

る定義の検討とそれに伴う問題については、Aunger（2002）に見る

アル・カルチャーから自らを解き放ったのであり、自らを越境させ

ことができます。潮が満ちるかのように、あるいは爆発的に社会へ

ていくと同時にその力でマンガを支持する多くの視覚的読者の脳

と広がる記号論的形式（Lotman、2009）は、脳のリソースを活用・駆使

［PART1］

を拘束しているとも言えます。マンガは、その語彙の生物学的な記

するアルゴリズムであると解釈することができます。こうした手法

号と、その視覚的な物語の統語法の有無を言わさぬ強さによって増

は、
マンガの世界的な拡散といった現象を十分に説明しているかの

強された、人を惹き付ける快楽を生み出しています。

ように見えますが、
「ミーム」の理論がこれまでのところ解明できて

─

いないのは、寄生的なアルゴリズムが、その順応性の有無にかかわ

結び：マンガは複合的なミームなのか？

らず、アルゴリズム自体が育まれる段階に至るまで、宿主にどのよ

─

うに受け入れられ、
どのように適応しているのかといった問題です。
記号に関する考察に取り組んだことのある大半の研究者は、これ

ここに提示したのは、ゲーム理論は理論上のミッシングリンクでは

［PART2］

らのアルゴリズムが互いに情報を交換する有機体によって操作され

ないかという仮説です。ゲームの動的構造に関連するアルゴリズム、

る情報ツールであるばかりでなく（その程度は人間が最も著しい）、それ

あるいはそれを実行するアルゴリズムは、依存症状を引き起こす神

［PART3 ］

自身の理解し難いダイナミクスを付与されているかのようだ、とい

経伝達物質、より具体的には、脳の報酬中枢を刺激するドーパミン・

う直観に対する困惑を力説してきました。C.S. パースは、記号がも

システム（ただし、これに限定されるものではない）を活性化させます。マ

つダイナミクスを捉えるために、
「セミオーシス（semiosis）」という

ンガ、アニメ、そしてビデオ・ゲームは、認識神経科学と行動神経科

用語を創造し、F. de ソシュールは、通時的な変化があらゆるレベル

学の文脈においてゲーム理論とミーム論によって提供される記号論

で絶え間なく自発的に生じるという言語やその他記号システムの

的モデルを通じて最も良く理解されるのではないかと考えます。

不合理性と不確実性に頭を悩ませました。文化の進化とは、未だに
ほとんど理解されていない現象です。自律エージェント（autonomous
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the action according to the narrative algorithm. The positive

─

result of the quest is experienced as pleasure or happiness.

Conclusion: Are mangas complex memes?

Satisfying a need（e.g., food, sex, status, and control）or winning

─

a game（e.g., politics, sport, and discovery）is correlated with the

Most of those who have engaged in reflections on signs have

neuro-chemical activation of what neuroscientists call the

emphasized the puzzling intuition that these algorithms

"reward centers" in the brain through among other processes

are not merely informative and manipulative tools used by

the stimulation of the dopaminergic neurons（e.g., Burke et al.

interacting organisms（and to a extraordinary extent by humans）

2008; Flagel et al. 2011; Iversen et al. 2010; Stuber et al. 2008）.

But,

│

but also appear to be endowed with a dynamic of their
own which is difficult to understand. C.S. Peirce coined

situation, irrespective of whether it is positive or negative,

the term semiosis to capture the dynamic of signs; F. de

which provides the euphoria or, in other words, a "high"

Saussure puzzled over the irrationality and unpredictability of

similar in nature to those states caused by recreational drugs

languages and other sign systems whose changes over time

such as cocaine whose chemical structure mimics dopamine.

at all levels occur constantly and spontaneously. Cultural

It is the urge to replicate indefinitely the activation of the

evolution is still an imperfectly understood phenomenon.
The notion of ideas as autonomous agencies（Piaget 1915）has

well-known that games（in the common sense of the term, such as

haunted humanity for many centuries, even millennia. This

gambling or seducing）are

notion came to the fore with more clarity some four decades

addictive to the point that failures do

ago under the name of "meme", a neologism which emerged

the experience. After all, humans also enjoy the spectacle

in the scientific and philosophical discourse inspired by some

of tragedies which by definition end badly and relish in

remarks by evolutionist Richard Dawkins（1976）. A review of

recounting catastrophic events whether real or fictional.

the definitions of this notion and the problems it entails can

Naturally, this cursory summary of complex and on-going

be found in Aunger（2002）.

research concerning the part played by neurotransmitters

Any complex semiotic form which spreads among

in motivations has greatly simplified the issue of explaining

societies with the force of a tide or an explosion（Lotman

why some narratives, if not all narratives, exercise a great

2009）can

power on human brains and have the capacity to spread

and exploits the resources of the brain. It seems that this

among large populations mainly if they are implemented

approach adequately describes phenomena such as the

visually independently of the bonds of natural languages

global diffusion of mangas but what "memetic" theories

since narrative structures and games do not need any

have failed to explain so far is why these parasitic algorithms

particular articulate language to be effective. It is in this

are accepted and accommodated by their hosts to the point

sense that mangas have emancipated themselves from their

of being cultivated for themselves irrespective of whether

initial contextual culture and can be said to have unbounded

they are adaptive or not. The hypothesis which is proposed

themselves while, at the same time, binding under their

here is that game theory was the missing theoretical link.

power the brains of a large constituency of visual readers.

Any algorithm which relates to, or implements a dynamic

They generate an addictive pleasure which is reinforced

game structure activates addictive neurotransmitters, more

by the biological signs of their lexicon and the compelling

specifically but not exclusively the dopaminergic systems,

strength of their visual narrative syntax（Cohn 2010）.

which stimulate the reward centers of the brain. Mangas,

07 08 09│Q&A

not lessen the pleasure they generate and the urge to repeat
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reward centers of the brain which explain addiction. It is
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interestingly, it appears that it is the outcome of a game

be construed as an algorithm which harnesses
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日本のメディアアートのキュレーション
アートとアニメに関する事例研究
─

│

05

シュテファン・リーケレス

［PART1］

キュレーターという立場から見れば、メディアアート、アニメー

カオス理論や複雑系に関わる最新の科学的論議という文脈の中で

ション、ゲーム、マンガの共通性とは、展示のコンテクスト、観客の

現代的な音の美学を捉え直しています。彼らは、非線形科学と空間

期待、そして芸術的な質の問題であると考えます。これら 4 つのジャ

音響の融合による人工的なプロセスを用いて、知覚的・構造的にサ

［PART2］

ンルでは、制作の道筋が全く異なりますし、それぞれが高度に専門

ウンド体験を創出することを目指しているのです。こうした関心を

化された制作・流通組織、財源、経済モデルを背景として形作られて

共有している他のアーティストとしては、ドイツのカールステン・ニ

います。また、これらの異なる表現形式において、作品を発表する

コライや日本の池田亮司がいます。この作品は、新しいテクノロジー

際にクリエイターが期待するものや必要とされる専門性はそれぞれ

が持つ美的可能性を追求する好奇心に突き動かされているという

異なりますし、作品を味わう鑑賞者の側の期待や専門性もまた異な

点において、デジタルアートの領域の広さを代表するものであると

ります。メディアアートが展示されている美術館を訪れることと、

いうことができます。

［PART3 ］

最新のアニメ映画を上映している映画館に行くこと、さらにはゲー
ムセンターやマンガ喫茶に行くことでは、そこから得られる美的・

filmachine は、2006 年、渋谷・池上の二人のアーティストと日本

社会的体験は全く異なります。今回の発表では、上に掲げた 4 つの

の山口情報芸術センター（YCAM）の技術チームによって開発されま

ジャンルの芸術活動を分析するモデルとして、クリエイター、制作・

した。YCAMのアート部門は、野心的かつ技術的な要求レベルが高

流通組織、鑑賞者の間の関係を見つめ、これらを「メディアアーツ」

いメディアアート作品を制作する上で、優れて好適な場所です。招

という共通の範疇の下に捉えることの可能性と関連づけてこのモ

待アーティストが、優れた人材、技術的なノウハウ、キュレーターに

デルを検討したいと思います。

よる助言、といったサポートを得ることができる素晴らしい場所で

以下より、私がアンドレアス・ブレックマン博士と共同で主催する

す。メディアアートの制作現場は、たいていは作業場がもっと狭く、

Les Jardins des Pilotes が制作したデジタルサウンドアートの分野

道具やフリーランスの技術者を共用しなければならず、活動を支え

のインスタレーションプロジェクトと、日本のアニメーションに関

るための継続的な資金供給の仕組みもありません。しかし、メディ

する展示の、ふたつの展示プロジェクトをケーススタディとして取

アアートの制作においては、明確なビジョンないし目的意識を持っ

り上げながら、クリエイター・組織・鑑賞者の三者から成る " キュレー

てその場を運営しているキーパーソンが必ずいるもので、その人を

ション・トライアングル " について検討していきたいと思います［1］。

頼りに制作が進められます。アーティストたちが自由に実験を行え
る場、安心して失敗しそこから学べる場を確保することが、彼らの

fi lmachine は、サウンドアーティスト・作曲家の渋谷慶一郎と複雑

責任なのです。そうした安全ベルトなしには、アーティスト自身、あ

系科学研究者の池上高志の両氏によるサウンドインスタレーション

るいはキュレーターや観客の先入観を打ち破ることはできず、芸術

で、観客は、映画を見る際に得られる従来の視聴感覚を超えた音と

における革新は絶えてしまうでしょう。芸術の自由は、メディアアー

光の渦の中に置かれます。抽象的なランドスケープの上に、三層の

トの制作の場のみならず、発表の場においても保証されなければな

円を描くようにラウドスピーカーが天井から吊り下げられ、作品空

りません。2011 年末までに、filmachine は、計 5 回展示される予定

間に足を踏み入れた観客が中央のボタンに触れて構成をスタート

です［2］。世界中で約10,000 人の観客がこのインスタレーションを体

させると、三次元のサウンド空間でのイマーシブ（没入型）な視聴覚

験することになるでしょう。そして、観客のほとんどは、恐らく入場

体験が始まり、特別にデザインされた LED 照明システムが効果をさ

料を支払うことはないはずです。この作品はアート市場における商

らに盛り上げます。

品化を一切拒絶しています。回収はほぼ不可能だからです。経済的
な観点からは、このインスタレーションはあきれるほど無駄なもの

この作品は、複雑系に関する研究に基づいており、音の合成には
セルラ・オートマタおよびロジスティック写像を使用しています。渋
谷と池上は、
音楽の作曲や演奏に関する従来的なしきたりに挑戦し、
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ですが、芸術的な観点からは、メディアアートにとって計り知れない
価値があるのです。

│Why has Japanese culture（especially manga and anime）developed a worldwide audience? What universally shared qualities does it have?

Curating Japanese Media Art
Two case studies of art and animation
─
Stefan Riekeles

│

05

complexity. Perceptually and structurally, the artists aim at

media art, animation, games and manga is a question of

the creation of sound events by means of artificial processes

presentation context, visitor expectation and artistic quality.

through the amalgamation of nonlinear science and spatial

The creation in each of these four fields follows distinct paths

acoustics. Shibuya and Ikegami share this interest with artist

of production. Each realm is shaped by highly specialised

colleagues such as Carsten Nicolai（de）or Ryoji Ikeda（jp）. The

institutional contexts, funding sources and economic models.

work is representative for a large range of digital art in that it

The creators of the different forms of expressions have

is driven by the curiosity about the aesthetic potential of new

varying expectations and expertise for the presentation of

technologies.

01 02 03 │ Q&A

From the perspective of a curator, the coherence of

filmachine was developed by the artists and a technical team

on display, to a cinema with the latest animated film, to a

at the Yamaguchi Center for Arts and Media（YCAM）, Japan

video game parlour or to a manga café, each provide unique

in 2006.The art department of YCAM is an exceptional place

aesthetic and social experiences. In this presentation I would

for the production of aesthetically ambitious and technically

like to look at the relations between creators, institutions

demanding works of media art. It is outstanding in terms

and audiences as a model for the analysis of the four fields

of human resources, technical know-how and curatorial

of artistic practice in question, and discuss this model in

guidance available to the invited artists. Other places for

relation to the potentially unifying term "media arts".

the production of media art are often smaller workshops,

In the following I will exemplify this "curatorial triangle"

07 08 09│Q&A

these. The visit to an art museum with a media art exhibition

04 05 06 │ Q&A

their work and so does the audience for the enjoyment of

equipped with shared tools and freelance technicians without

in two case studies of exhibition projects which have been

continuous institutional funding structures to back them up.

developed by Les Jardins des Pilotes, an association in

However, all media art production relies on key persons who

which I cooperate with Dr. Andreas Broeckmann: they are an

run the place with a particular vision or sense of purpose. It

installation project from the field of digital sound art, and an

is their responsibility to secure a zone of experimentation and

exhibition about Japanese animation［1］.

constructive failure for the artists. Without such a safety belt,
preconceived expectations of artists, curators and audience

filmachine is a sound installation by Keiichiro
sound artist and composer）and

Shibuya（jp,

Takashi Ikegami（jp, scholar of

complex systems sciences）which

places the visitor inside a vortex

could never be overcome and artistic innovation would
cease. This artistic freedom is not only necessary in terms of
production but also for the presentation of media art. Until

of sound and light that transcends the traditional perspective

the end of the year 2011 filmachine will have been exhibited

of the cinematic experience. Three circles of loudspeakers

five times［2］. Around 10.000 visitors will have experienced

are suspended from the ceiling above an abstract landscape.

the installation worldwide, most of them will probably

On entering the space, the visitor starts the composition with

not have paid an entrance fee. The installation resists

a button at the center of the piece, triggering an immersive

any commodification for the arts market as it is almost

audio-visual experience in a 3-dimensional soundscape,

uncollectable. Economically the installation is absurdly

enhanced by a specially designed LED lighting system.

ineffective, aesthetically it is invaluable for the field of media
art.

The composition is based on research of complex systems
and makes use of cellular automata and logistic maps for

Proto Anime Cut［3］is an exhibition which presents some

sound synthesis. The artists seek to break with certain

of the most important protagonists of Japanese animation

conventions of the composition and performance of music,

for the first time ever in Europe as individual artists［4］. The

bringing a contemporary aesthetic of sound into a dialogue

exhibition presents numerous original artworks including

with recent scientific debates about the theories of chaos and

drawings, sketches, research material, and other sources
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│日本文化（とりわけマンガやアニメ）が広く世界に受け入れられている理由は何か？ それらにおいて普遍的に共有されている質とは何であるのか？

Proto Anime Cut［3］は、日本のアニメ界で最も重要な人物数名

│

した。しかし、これらの作品の使用権・鑑賞権は講談社およびプロダ

を、個々のアーティストとしてヨーロッパで紹介する初めての企画で

クション I.G. 社の所有だったのです。小倉の作品を公開するには、

す［4］。成功を博した有名なアニメ作品の制作過程から、デッサンや

この両社の許諾に加え、
監督の了承も得なければなりませんでした。

スケッチなど数々のオリジナル画、
研究資料、
その他インスピレーショ

さらに、映画のシーンからの抜粋を展示する権利については、この

ンの源となった資料を展示しています。また、アニメ映画からもい

映画の国際配給権を有する米国の Starz Media 社と別途交渉する必

くつかのシーンの抜粋を展示しています。

要がありました。

アニメ映画として私たちが目にする映像は、その制作に携わった

［PART1］
［PART2］
［PART3 ］

個々人がそれぞれ行った無数の決定の積み重ねなのです。そうした

これは、特段珍しいケースではありません。一般にアニメ作品の

人々の中でも特に、日本の傑出したアーティストの一群が、大きな

著作権や所有権は、制作に関わった複数の関係者の間で分配されて

影響を与えています。彼らは、アニメという表現が現在知られる形

いることが多いのです。この場合、著作権や芸術的アイデンティティ

へと発展を遂げるうえで、重要な役割を果たしてきており、現在も

を特定するのは、かなり複雑で難しい問題です。小倉が絵筆を取る

それは続いています。これらのアーティストは、その時々によって

前から制作過程は開始されており、そうした中で積み重ねられてき

異なるチームの一員として様々な作品の制作に携わってきました。

た様々なステップの上に小倉の作品が築かれているからです。小倉

Proto Anime Cut に展示される作品の中には、様々な専門分野で活

のデザインは、例えば、写真家の樋上やコンセプトアーティストの渡

躍するアーティストの作品が含まれていますが、特に中心的に取り

部が生み出したイメージやアイデアに基づいているとともに、監督

上げているのは監督と美術監督です。展示で紹介しているアーティ

である押井の下した決定もそこに盛り込まれているわけです。
しか

ストは、庵野秀明（ 監督・アニメーター）、樋上晴彦（コンセプトフォトグラ

しながら、小倉の持つ独特のスタイルとタッチは、彼の描いた作品

ファー）、森本晃司
（監督・アニメーター）
、小倉宏昌（美術監督・背景アーティ

全てにおいて明白に見て取ることができます。従って、小倉本人は

スト）
、押井守（監督）、そして渡部隆（美術監督・レイアウトアーティスト）で

自分が描いた作品全てについて所有権を主張しているわけではあり

す［5］。

ませんが、彼のオリジナル作品であるとみなすことができると思い
ます。

ここで重要なのは、アニメの制作過程の最も初期の段階に焦点を

例えばゲームやマンガなどの商業指向型のアニメーション制作

あてて展示品が選ばれたという点です。映画作品としてはまだ萌芽

は、金銭的な投資を回収することを目的としています。芸術面で失

でしかない時期、創造的な発明を繰り返しながら、アーティスト達

敗すれば、経済的な面でもマイナスの影響に直結しますので、言う

の決断によって新たな世界が現れ、そして絶え間なく形作られてく

までもなく商業的アニメーションの制作スタジオでは、芸術上の失

る、その流動的な瞬間を切り取った作品群です。ともすれば形式化・

敗は奨励されません［6］。

工業化されがちな制作過程の中にあって、こうしたアーティスト達の
主観的な決断こそが、小さな挿話たちを構成する物語の細胞、そし

これまで見てきたように、filmachine のインスタレーションや、

て、完成した映画の底流を成す物語の骨格を、最初に形作ってゆく

Proto Anime Cutにおいて展示されているようなアニメーションは、

のです。そうした制作過程の非常に早い段階で生み出されたものだ

芸術的な制作過程においても、世間への発表の仕方や商業的な活用

からこそ、これらの作品には、美術コンセプトや物語のシナリオが最

においても、これほど異なっています。これらのメディアアートを、

初に生まれてきた時の着想の自由さが反映されているのです。映画

いったいどうすれば、あるいは何のために「日本のメディアアート」

のシーン以外の展示物は、全て紙ベースの作品です。

という共通の範疇に包含することができるのでしょうか。

Proto Anime Cut の主眼は、個々人のアーティストが創り出したオ
リジナル画を展示することにあります。しかし実は、今回出品いただ
いたアーティストの皆さんは当初、作品を展示させてほしいという要
望に対して準備ができていませんでした。出品者の多くは、描画がど
こにあるのかを知りませんでした。彼らにとっては、新しい作品を創
ることに比べれば作品を保管しておくことなど重要ではないからで
す。また、ほとんどの制作スタジオは、貸し出し契約を結んだ経験が
なく、当初はオリジナル画の貸し出しを拒否していました。ようやく
同意してくれたとしても、保険をかける際の価格が分かりませんで
した。そのような見積りを行った先例がなかったからです。例えば
小倉宏昌は、日本のアニメ史上の記念碑的作品のひとつであり、世
（1995 年作、監督
界中で何百万人という人々が観た映画『 攻殻機動隊 』
押井守）の背景イメージを描いており、この原画を手元に持っていま
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今日、市場や表現スタイルがグローバル化する中で、新たなメディ
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of inspiration from the production process of some of the

and the director himself had to agree to the exhibition before

most successful anime. In addition, a number of excerpts of

the artwork could be shown in public. The right to exhibit an

relevant film scenes are displayed.

excerpt of the film had to be negotiated with Starz Media（us）

The cinematic vision of an animated film is the

seperately as they hold the international distribution rights.

culmination of a myriad of individual decisions taken by
The case of Ogura's artwork is representative for a large part

group of outstanding Japanese artists enjoys great influence

of anime in general as the authorship and rights ownership

as they have played, and continue to play, key roles in the

are distributed across a number of parties involved in the

development of anime as it is understood today. Having

production. The question about authorship and artistic

collaborated in changing teams, these artists have made

identity is hard to decide in this case as Ogura's work is

their mark on a wide range of productions. The selection

based on many steps of the production which happen before

presented in the exhibition Proto Anime Cut comprises

he puts his brush on paper. His designs are based on images

artists working in a variety of disciplines; the focus however

and ideas, for instance, of the photographer Higami or the

is on directors and art directors. The artists in the exhibition

concept artist Watabe, as well as on decisions made by the

are Hideaki Anno（director, animator）, Haruhiko Higami（concept

director Oshii. However, Ogura's signature style is palpable

photographer）Koji

in all of his painting and it can therefore be considered as

Morimoto（director, animator）, Hiromasa

original artwork, even though he does not claim creative

）5］.
Takashi Watabe（art director, layout artist［

ownership over everything he paints.

Significantly, the selection of exhibits focuses on the earliest

mode, such as games or manga, aims towards the return of

stages of the production process: those fluid moments when

monetary investment. Artistic failure has immediate negative

an animated film, still in its inception, passes through a

economical consequences and is obviously not encouraged in

whole chain of creative invention, allowing for new worlds to

the institutional context of a commercial animation studio［6］.

04 05 06 │ Q&A

Ogura（art director, background artist）, Mamoru Oshii（director）and

01 02 03 │ Q&A

those involved in the production. Amongst them a particular

The production of animation in its commercially oriented

07 08 09│Q&A

emerge and continually be moulded by the artists' decisions.
It is through these subjective events–within an otherwise

How and to what end then can media art in the sense of

formalised and industrialised process–that the narrative

the filmachine installation and animation as presented in

tissue at the base of the small stories and grand narratives

the Proto Anime Cut exhibition, with all their differences

of the completed film first takes shape. Created in the very

in artistic production, public exposition and commercial

early stages of the production process these works reflect

exploitation, be subsumed under the common term of

the degree of freedom with which the artistic and narrative

"Japanese media art"?

scenarios are first conceived. All the works on display, except
the film excerpts, are paper based.

Today the development of new media and technologies in the
context of globalised markets and styles, intersects with local

The main ambition of Proto Anime Cut is to present original

contemporary and historical cultures. Audiences and artists

artwork created by distinct artists. However, as a matter

understand each other maybe not despite, but because of

of fact the artists involved were initially not prepared for

the cultural differences between them. The same might

the request to present their work in an exhibition. Most of

hold true for different forms of expression such as media

them did not know where the drawings were located, since

art, animation, games and manga. From the distance some

archiving is not a high priority for them in comparison to

patterns may resemble each other. An artist might even work

creating new work. Most studios had very little experience

in all four fields at the same time. Yet if we take a closer

with loan contracts and often refused loaning original

look at the circumstances of his creations and the aesthetic

material at all in the beginning. Finally the agents did not

implications of these, we see more and more differentiation

know of the insurance value of the work as they had no

between them. Finally, the most important question is the

precedent for an estimation. For example Hiromasa Ogura

form and intention with which the work is presented to the

drew and possesses the background images for Ghost in the

public. Is the presentation, for instance, motivated by the

Shell（1995, directed by Mamoru Oshii）, one of the hallmarks of

celebration of an individual artist's achievements, or to help

Japanese animation, seen by millions of people worldwide.

stimulate the creative industries, or in the spirit of cultural

However, the rights of use and enjoyment of his paintings
are held by Kodansha and Production I.G. Both companies

exchange between partner nations? All these different
trajectories through Japanese media art require a distinctive
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│日本文化（とりわけマンガやアニメ）が広く世界に受け入れられている理由は何か？ それらにおいて普遍的に共有されている質とは何であるのか？

アやテクノロジーの開発は、地域の現代文化や歴史的文化と交差し
ています。鑑賞者とアーティストとは、それぞれの文化的背景の違
いを乗り越えて、というよりもむしろその差異ゆえに、お互いを理
解し合うことができるのかもしれません。メディアアート、アニメー

と日本の国際交流基金から資金提供を受けている。ベルリンで初展示を行った後、
ドルトムント、バルセロナ、マドリッドでも展示を行う。
─
［4］Proto Anime Cut は、ヨーロッパで初めて開催されたアニメ展ではないこと
を指摘しておかなければならない。しかし、これまでの展示プロジェクト（2008
年にドイツのフランクフルトで開かれた Mangamania や Anime! 等）は、アニメ

ション、ゲーム、
マンガなどの異なる表現形式についても、同じこと

やマンガの人気の高まりを受けて、そうした現象を分析する試みであったが、ア

が言えるのではないでしょうか。距離を置いて遠くから眺めてみれ

ニメとマンガというふたつのジャンルを単に一般化して捉えるという域を超える

ば、こうした 表現形式の間には、互いに似通ったパターンがあるこ

ことができなかった。アニメとマンガの流行をひとつの一貫した現象として提示
していたからである。こうした展示は、アニメやマンガの持つ複雑さや広範さを

とに気付くかもしれません。場合によっては、一人のアーティストが

説明するために、西洋人が想像するところの " オリエンタリズム" や " 日本らしさ

これら 4 つの分野で同時に活動している例すらあるかもしれません。

" に頼っていたという点において、適切なものではなかった。このようなアプロー
チは、現存するアーティストについて研究することもなく、批判精神の欠如を常

しかし、もっと近くに寄って、作品を取り巻く状況やその美的な意味

に露呈していたと言えるだろう。そのような通り一遍の研究では、アニメの同時

合いを見つめれば、異なる分野間の差異がより際立って見えてくる

代の分析的展示を満足のいくものにすることはできないのである。

［PART1］

でしょう。最後に、最も重要な疑問は、作品を世間に発表する際の形

─
［5］この展示では、故意に SF 関連の映画のみを取り上げている。宮崎駿の作品世

態と意図についてです。作品を発表するのは、例えば、個々のアー

界は例外的であり、ここで展示している他のクリエイターの作品とは関連性が薄

ティストの業績を称えるためなのか、それとも、クリエイティブ産業

いことから、ここでは取り上げていない。大友克洋および今敏は、恐らく今後の

を刺激するが目的なのか、あるいは友好国どうしの文化交流の精神
［PART2］

を表すためなのでしょうか。日本のメディアアートが辿ってきた、こ
れら全ての異なる軌跡に対して、それぞれ異なるアプローチをとる
ことが求められます。そして最後には、キュレーターの判断によると
ころとなるのです。

［PART3 ］

［1］デジタルアートと他の 3 つのジャンル（アニメ・ゲーム・マンガ）との芸術的な
ゆらぎ、組織的背景、そして活用するモデルにおける違いは、アニメ、ゲーム、マ
ンガ間の違いよりも際立っていると言える。実際のところ、ひとつのメディアフラ
ンチャイズがアニメ、ゲーム、マンガの三種類の表現形式を同時に駆使することに
より、鑑賞者が深く没入できるような、ある物語の世界観を創り出すというやり方
は、珍しいものではない。従って、デジタルアートとアニメ・ゲーム・マンガとを区別
する境界線というものが、筆者にとって「 日本のメディアアーツ 」を論じる上で非
常に興味深い点である。
─
［2］Filmachine は阿部一直によってキュレーションされた。これまでと今後の展
示日程は次の通り。2006 年 8 月 9 日 -10 月 9 日山口市（日本）山口情報芸術センター
；2008 年 1 月28日-2月10日ベルリン（独）Transmediale festival；2011 年
（YCAM）

3 月 10-20 日クレテイユ（仏）EXIT festival；2011 年 3 月 24 日 -4 月 3 日モーブージュ
（仏）VIA festival；2011 年 4 月13 日 -8 月14 日リール（仏）Paranoia exhibition
─
［3］Proto Anime Cut は、Les Jardins des Pilotes（ベルリン）が 2dk
（ 東京）と
の協力の下に企画したプロジェクトで、2011年 1月21日から 3 月 6 日にかけて、ベ
ルリン（独）の Kuenstlerhaus Bethanien で展示されている。筆者とデイビッ
ド・ディヒーリがキュレーターを務め、Obra Social Caja Madrid（スペイン、マ
（ベルリン首都文化基金）
ドリッド）と共同で制作された。Hauptstadtkulturfonds
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展示で取り上げることになると思われる。
─
［6］無論日本にも、独立の作者としての精神に基づいて実験的なアニメーション
を制作するクリエイターは数多く存在する。しかし、世界中で人気を博している
日本のアニメ作品の大半は商業的な意図を持って制作されている。
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│

approach to the subject matter and are eventually subject to
curatorial decisions.
［ 1 ］The difference in artistic fluctuation, institutional contexts and

exploitation models between digital fine art and the other three categories
is more apparent than the distinction between animation, games and
manga. It is common practice that one media franchise uses anime,
games and manga all at once to create a highly immersive diegetic world.
Therefore the demarcation between digital fine art on the one hand and
animation, games and manga on the other hand is of special interest for
my discussion of "Japanese media arts".
─
［2］filmachine was curated by Kazunao Abe. filmachine has been and

will be presented at YCAM, Yamaguchi, Japan,9 August–9 October 2006;
01 02 03 │ Q&A

transmediale festival, Berlin, Germany, 28 January –10 February 2008;
EXIT festival, Créteil France,10–20 March 2011; VIA festival, Maubeuge,
France 24 March–3 April 2011; Paranoia exhibition, Lille, France, 13
April–14 August 2011.
─
［ 3 ］Proto Anime Cut is a project by Les Jardins des Pilotes（ Berlin ）

04 05 06 │ Q&A

in cooperation with 2dk（ Tokyo ）. It is on display at the Kuenstlerhaus
Bethanien, Berlin, Germany from 21 January to 6 March 2011. The
exhibition is curated by the author and David d'Heilly, co-produced by Obra
Social Caja Madrid（Madrid）and funded by the Hauptstadtkulturfonds
（Berlin Capital Culture Fund）and the Japan Foundation. After the premiere

in Berlin the exhibition will first travel to Dortmund, Barcelona and Madrid.
─

07 08 09│Q&A

［4］It should be noted that Proto Anime Cut is not the first exhibition of

anime in Europe. However, previous exhibitions（such as Mangamania
or Anime!, Frankfurt a.M., Germany,2008）which sought to examine the
growing popularity of anime and manga, were often unable to transcend
mere generalisations about both genres because they presented them
both as coherent phenomena. These exhibitions were inadequate in the
way that they often relied on the attributes of an imagined orientalism or
"Japaneseness" in order to explain the complexity and broadness of the
subject matter. Without ever examining the actual protagonists, these
approaches persistently demonstrated a lack of criticality. A contemporary
analytic display of anime cannot be satisfied by such a general survey.
─
［5］The exhibition focuses deliberately on science-fiction and related films.

Miyazaki Hayao's work is not featured in the exhibition as his cinematic
universe is exceptional and has little relation to the other creators' works.
Katsuhiro Otomo and Satoshi Kon will probably be included in later editions
of the show.
─
［6］There exist, of course, numerous creators of experimental animation in

Japan who develop their work more in the spirit of an independent author.
However,the majority of works which support the worldwide popularity of
Japanese animation are produced with a commerical interest
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「メディア芸術」とカテゴリーの混乱
─

アレクサンダー・ツァールテン

［PART1］

まず「メディア芸術 」といった用語の持つ複雑性や可能性につい

征服計画を次々に台無しにしていきます。ケロロの帽子が旧帝国陸軍

てはさておき、ここで主として問いたいのは、日本が発信する文化

の軍帽を思わせるデザインであることから、作品は日本の旧植民地

が現在世界的に人気を博しているのはなぜかという問題です。この

政策のパロディともなっています。また、マンガではケロロが地球

［PART2］

問いに対しては、記号論、認知心理学、受容研究、文化研究、ポス

人のことを「ポコペン」と呼びますが、これは日本軍で使われた中国

トコロニアル理論、ネオマルクス主義など、様々な理論的観点から

人を意味する蔑称でした（この言葉は元来中国語に由来するものであり、そ

アプローチすることが可能です。

れ自体、歪曲された初期グローバリゼーションの象徴とも言えるでしょう）。た

［PART3 ］

しかしこの重要な問題には、その前提自体にいくつかの根本的な

だしアニメでは、これが放送禁止用語に該当するため、
「ペコポン」

課題が存在しているため、何らかの再立案化が必要だと考えます。

に変えられています。歴史的背景を考えると、日本国外では韓国に

この前提によると、一方で、何か独特で「 魅力的な 」もの、主として

最大のケロロ・
ファンの基盤が存在するというのは興味深い事実です。

テキストに内在するもの、すなわち物語やビジュアルなスタイルか

「メディア芸術」というカテゴリーの可能性に関して特記すべきな

ら解読可能なものを探し出す方向のように思われます。
もう一方で、この問題はひとつのアプリオリを設定しますが、こ

のは、
「移動性」というコンセプトでしょう。私が「ケロロは高度の移
動性を有する」と言う場合、それはいくつかの側面に該当します。

れは完全に正しいものではありません。実際には、日本発のポップ

まず、ケロロは市場と「 文化的な 」コンテクストにおいて高い移動性

カルチャーが高い人気を博するのは、特定のコミュニティと特定の

をもち、米国、欧州の多数の国々、アジア全域にファンの基盤を築

市場においてのみだからです。例えば、ガーナではナイジェリアの長

いています。他方、ケロロは多種のメディアにまたがる非常に高い

編映画とブラジルのテレノベラ（連続テレビ小説）の人気が高い一方で、

移動性を示します。やすやすと、しかも成功の核であるブランドの

アニメは海賊版でさえほとんど目にすることがありません。また、

アイデンティティを失うことなく、様々なメディアとジャンルの間

必ずしも日本からの「文化」の人気が高いのではなく、日本のポップ

を行き来しているのです。ケロロのキャラクターはマンガシリーズ

カルチャーのごく一部の限られた部分が特定の国々で人気を得て

から生まれましたが、まもなくアニメ、ゲーム、さらに無数の商品

いるというのが現実でしょう。そして、ポップカルチャーについての

20 巻を超えるマンガ本、
に展開されるようになりました。現時点で、

議論そのもの、また「メディア芸術」
という用語に公式に含まれる

300 話以上のアニメシリーズ、11種類のビデオゲームとその他 MMO

要素についての議論そのものが、海外で成功する特定の部分に焦点

オンラインゲーム（韓国製）、5 冊のノベライズ本、劇場用映画 5 作品、

を当てたものとなりがちです。例えば日本の大きな輸出産業である

児童書11 冊、様々なラジオドラマ、ミュージックアルバム、さらに

ハードコア・ポルノについては、近年数多く開催されている「クール・

無数の玩具やフィギュアが存在します。また本編とは別の、中世や

ジャパン」関連の会議やイベントでも、ほとんど取り上げられること

海賊船を舞台にケロロと他のキャラクターたちが活躍する物語世界

はありません。

があり、そこからまた独自のマンガやビデオゲームが続々と生まれ

─

ています。ファンが作り出すメディアを通して、ケロロというキャ

移動性

ラクターが無数に再創造されて続けているのです。

─

─
では「メディア芸術 」という用語の主たる対象であるマンガ、ア

ニメ、ゲームという幅の狭い分野を切り取ってそこに目を向けてみ
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混乱
─

ましょう。いま「メディア芸術」というカテゴリーの一部とされる存

こうした動きは、前述の移動性が及ばない国やメディアといった

「ケロロ軍曹」のキャラクターに
在の中で高い移動性を示す好例を、

カテゴリーを消滅させるわけではありませんが、現実にはカテゴ

見出すことができます。ケロロは地球侵略を企てる宇宙人ですが、

リーの弱体化や場合によってはその混乱も生じています。これが、

不運にも日向家の子どもたちに捕まってしまいます。日向一家はケ

まだ漠然とした「メディア芸術」という用語が包含する多くの要素に

ロロに家事を押し付け、滑稽さがエスカレートする一方の彼の世界

認められる主要な特質のひとつかもしれません。混乱・錯綜を意味

│Why has Japanese culture（especially manga and anime）developed a worldwide audience? What universally shared qualities does it have?

Media Geijutsu and the Confusion of Categories
─
Alexander Zahlten

│

06

His cap is a reference to a style of hat worn in the Japanese

out the complication and potential of a term such as Media

imperial army, making him into a parody of Japanese colonial

Geijutsu for a moment–concerns the "why" of the current

aspirations. In the manga, Keroro uses the word "pokopen"

global popularity of culture from Japan. This question

to refer to earthlings, a derogatory word once used within the

can be approached from different theoretical vantage

Japanese military with regard to the Chinese population（it

points: Semiotics, cognitivism,reception studies, cultural

is actually a word with Chinese origins, itself a somewhat twisted symbol

studies,postcolonialism,neo-marxism etc.
Yet while the question is important, I believe it has some

of early globalization）.

01 02 03 │ Q&A

The main question being asked in this section – leaving

In the anime this has been changed

to "pekopon" due to broadcasting regulations on words
considered to be inappropriate. Interestingly, considering

reformulated: On the one hand, it seems to point in the

the historical reference, Keroro's biggest fan base outside of

direction of finding something that is specific and "attractive,"

Japan seems to be in Korea.

04 05 06 │ Q&A

basic problems in its premise and needs to be somewhat

A concept that may have a special relevance for the

and primarily to be found on the level of textual immanence,

potential of the category Media Geijutsu is that of mobility. If

the visual style.

I say that Keroro has a high level of mobility, this applies in

On the other hand, it sets up an a priori that is not

several ways: On the one hand, he is highly mobile in terms of

completely correct: Actually, popular culture from Japan

markets and "cultural" contexts, having fan bases in the U.S.,

is only popular within specific communities and specific

many European countries, and all over Asia. On the other

markets; in Ghana,for example,Nigerian feature films and

hand, Keroro is also obviously highly mobile across various

Brazilian Telenovelas are popular,while anime is virtually

media, apparently switching between media and genres

invisible, even as a pirated media. Also, it is not necessarily

with ease, and without losing the brand identity central to

"culture" from Japan that is popular, but a very narrow

his success.The character of Keroro started out in a manga

section of popular culture from Japan that has achieved

series, but then quickly branched out into anime, games

popularity in specific countries. And then the discussion of

and endless merchandising. At this point there are over 20

popular culture – and what is officially included in the term

volumes of the manga, over 300 episodes of the anime series,

Media Geijutsu – itself usually focuses on a very specific

11 video games and additional MMO online games（made in

section of these successful exports.Hard-core pornography, a

Korea）,

major Japanese export industry,is rarely if ever mentioned at

books, various radio dramas and music albums as well as

the numerous "Cool Japan" conferences or events of recent

countless toys and figures. There are separate alternative

years.

storyworlds in which Keroro and the other characters live in

─

the middle ages or on a pirate ship, which spawn their own

Mobility

manga and video games. There are countless re-imaginings

07 08 09│Q&A

i.e. something that can be deciphered from the narrative or

5 novelizations, 5 feature length films, 11 children's

─

of the Keroro character through fan-generated media.

So let us look at this quite narrow sliver of manga, anime and

─

games that are the main target of the term Media Geijutsu. A

Confusion

good example for the high level of mobility of some of what

─

is now a part of the Media Geijutsu category can be found in

Such movement does not make the categories that this

the character of Keroro Gunsô, or Sgt. Frog as he is named

mobility disregards – nation, media – disappear. But there

in English. Keroro is an alien being intent on invading the

is a weakening and even a confusion of categories that may

earth, but he unfortunately gets caught by the children of

be one of the main attributes of much that is included in the

the Hinata family, who force him to do household chores

still-diffuse term Media Geijutsu. It is this tendency for con-

and foil his increasingly absurd plans for world domination.

fusion（itself the result of a combination of "cultural" hybrity, global
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する英語のconfusion は、con（共に）と fusion（融解・融合） から成る

それでは、本質的に混乱を記号として機能するものに対して人気

語です。すなわち、それ自体が「文化の」ハイブリッドとグローバ

が高まる理由とはいかなるものでしょう。日本発信のポップカル

ルなポスト・モダニズム、そしてメディアのデジタル化を組み合わせ

チャーが探究されるとき、国家という「 反混乱コンセプト」というも

「メディア芸術」の
た結果であるこの「con-fusion」の傾向こそが、

のが常にぼんやりと巨大な姿を現します。しかし、大塚英志と大澤

発展的な可能性を大きく握っているといえます。「con-fusion」は

信亮（ 2005 ）が指摘したように、これらの製品が「本質的に日本的な

常に再交渉を必要とします。そのために新しい権威やヒエラルキー

ものではない」ということは明らかです。それどころか、ハイブリッ

によるリスクが伴いますが、それと引き換えに同じだけ成功の見込

ド性が意識的なレベルというよりはむしろ本能的なレベルで認識さ

みもあるのです。その自己再帰的な意味合いにおいて、
「メディア

れているような場合でさえ、製品がグローバリゼーションの産物だ

芸術」という言葉自体、それが（あいまいさの程度の違いはあれ）意味して

というステータスをわざわざ誇示しているのです。これらは本質的

いるように、こうした confusion（混乱）を指し示すものとなってい

に、グローバリゼーションの「プロセス」をビジュアル化したもので

ます。

あり、だからこそ、全く同じプロセスに浸りきっている他地域の人々

［PART1］

事実、ケロロはその他の側面でもカテゴリーの混乱を明白に示し

に容易に受け入れられるのです。重要なのは、このビジュアル化は

［PART2］

ています。
ポップカルチャー／メディア芸術、
およびその新しいステー

テキストの内在レベルに関わるものですが、システムの特質レベル、

タスの一部として、ケロロはハイカルチャーとサブカルチャーのヒエ

すなわち「ケロロ軍曹」を通じて伝えられるようにメディア自体の

ラルキー修正の一部となっているのです。極限まで高めた自己言

ステータスのレベルにも関わるものでもあるということです。

及性という意味で、ケロロは自己と他者のポストモダン的混乱の一

─

部を形成しています。また、同様に同人文化／ファン文化という意

政治

味では、労働と消費の関係が再定義されたことが認められます。労

─

［PART3 ］

働と消費はますますその区別がつきにくくなってきました（この事実

カテゴリーのこうした問題は、分析上の問題であるとともにもち

はマウリツィオ・ラッツァラート（Lazzarato 2004 ）やジョナサン・ベラー（Beller

ろん政治的問題でもあります。
「ケロロ軍曹」のアニメシリーズの

2006 ）らが指摘し、マルクス主義のいくつかの側面に修正が加えられました）。ケ

中に、ケロロとその仲間が世界征服の手段としてアニメを利用しよ

ロロはもちろん、しばしば産業そのものが奨励するそうした実践の

こっ
うとするエピソードがあります。彼らは技術的な壁にぶつかり、

主要ターゲットです。アダム・アルヴィッドソンは、現代のブランド・

そりとアニメスタジオ「 サンライズ 」
に忍び込んで制作方法を学ぼ

マネジメントとは「 望ましく価値ある成果を生むよう無償労働を管

うとします。
「サンライズ」は実際にケロロのアニメシリーズを制作

理する一連の技法である」と述べました。このことは、次のような

しているスタジオですが、もちろんこのエピソードでは、実際のア

） メディア芸術」
を論じるとき、
事実に私たちの目を向けさせます。a「

ニメ作画は海外（多くの場合、韓国、中国、フィリピンなど）で行われている

私たちは一定の価格で販売される有形の商品や固定化された美学

という事実は無視されます。この事実に触れれば、
「国産のアニメ」

一式を伝達するスタティックテキストのことだけではなく、メディ

というブランドとその媒体がグローバルな相互関連性の上に成り

アテキストに織り込まれた特定の「実践（practices）」について論じて

立っているということの微妙なバランスを込み入ったものにしてし

いること、b）カテゴリー境界の再交渉と、それらが強制する「実践

まうからでしょう。このように、
「コンテンツ」あるいは「メディア

（praxis）
」は可能性に満ちており、かつ戦略的・政治的なものではあ

芸術 」のカテゴリーに関して、必ずしも発展性がある必要はないの

るが、発展的であるとは限らないこと。

ですが、「メディア芸術」が代表するように、用語がより混乱するほ

術語の問題に戻り、
「メディア芸術」がこのレベルで何を提供すべ

どに、それに対するより積極的な政治的可能性が存在することは確

きか考えてみましょう。厄介な「トランスメディア製品 」であること

かです。混乱が提起するプロセス面を追究し、意味を構築する方法

を別にすれば、ケロロ・フランチャイズが何であるか決定づけるの

のためにそれが包含する交渉を把握したいのであれば、私たちは

は困難です。メディアを個別に定義する安全地帯と、私たちがそれ

混乱に対して開かれた立場をとるべきでしょう。

らと関係づける一連の消費ルールを離れたとたんに、本当に使える
術語はなくなってしまいます。映画には鑑賞者が、マンガや本には
読者が、音楽には聞き手がいますが、
「ケロロ軍曹」全体に対して使
える術語としては「消費者」しかありません。もっとも、この術語に
は経済的な視点へのかなりの偏向が含まれます。
「メディア芸術」と
いう用語自体が一連の問題を擁しているわけですが、この用語は、
少なくともかつては別々だったカテゴリーを結合するという問題に
対処する試みなのです。
─
大衆性
─
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postmodernism, and the digitization of media）that

holds much of the

popular culture from Japan. However, as Ôtsuka Eiji and

progressive potential of the term. Con-fusion always entails

Ôsawa Nobuaki（2005）have pointed out these products are

renegotiation, which in turn holds promise just as much as

very obviously not "essentially Japanese"; on the contrary

it does the risk of a new authority and hierarchy. The term

they flaunt their status as products of globalization, even

Media Geijutsu itself is – in self-reflexive manner – as much a

if their hybridity is recognized on a more instinctual than a

signifier of such confusions as what it, more or less vaguely,

conscious level. They are essentially visualizations of the

denotes.

process of globalization. As such they are easily related to

In fact, Keroro makes the confusion of categories visible

│

by populations completely immersed in those very same

Media Geijutsu and its new status, he is part of the revision

just concern the level of textual immanence, but also that of

of the hierarchies of high and low culture. In terms of

systemic properties, of the status of media itself as conveyed

extremely heightened self-referentiality, he is part of the

through Sgt. Frog.

postmodern confusion of self and other. Likewise in the dôjin

─

/ fan culture we can see a redefinition of the relationship

Politics

of labor and consumption, which have become less and

─

less distinguishable（a fact pointed out by thinkers revising certain

These questions of category are of course as political as

aspects of Marxism, such as Maurizio Lazzarato（2004）or Jonathan Beller

they are analytical. There is an episode in the Keroro anime

（2006））. Keroro

is of course a prime target of such practices,

series in which Keroro and his friends decide to use the
medium of anime to take over the world. They painfully run

spoken of contemporary brand management as "a series of

up against technical difficulties, and secretly visit the anime

techniques by which free labor is managed so that it produces

studio Sunrise – the actual producers of the actual Keroro

desirable and valuable outcomes." This should point us to

anime series – to learn more about the process. Of course

the fact that when talking about media geijutsu a）we are not

this episode completely leaves out the fact that most of the

only talking about material goods to be sold at certain prices,

actual drawing work for anime is done overseas, usually in

or about static texts that transport a fixed set of aesthetics,

Korea, China, or the Philippines. That would complicate the

but about specific practices that are interwoven with media

delicate balance between the national brand and the global

texts, and that b）the renegotiation of categorical boundaries

interconnectedness of the medium. As such, there is nothing

and the praxis that they enforce is full of potential, but also

necessarily progressive about the category of contents or

strategic and political and not necessarily progressive.

Media Geijutsu, but there is certainly more positive political

07 08 09│Q&A

often encouraged by the industry itself. Adam Arvidsson has

Let us return to the question of terminology, and what

04 05 06 │ Q&A

processes. It is important to note that this visualization does

01 02 03 │ Q&A

for other aspects as well. As a part of popular culture /

potential to the more confused term that Media Geijutsu

Media Geijutsu has to offer on this level. Initially it is difficult

represents. I think we should stay open to that confusion if

to determine what the Keroro franchise is, apart from the

we want to trace the processual aspect it represents and

awkward "transmedia product." As soon as we leave the

grasp the negotiations it encompasses for how we construct

safety zone of separately defined media, and the set of rules

meaning.

of consumption that we associate with them, we find no
really adequate terminology. For films there are spectators,
for manga or books there are readers, for music there are
listeners, but for Keroro Gunsô as a whole the only word we
can use is "consumer." This however contains a considerable
bias towards an economic perspective. While the term
Media Geijutsu carries an own set of problems, it is at least
an attempt to address the problem of the interlocking of

References:
+Beller, Jonathan（2006）.The Cinematic Mode of Production. Attention
Economy and the Society of the Spectacle. Hanover, NH: Dartmouth College
Press.
+Lazzarato, Maurizio（ 2004）. Les Revolutions du Capitalisme. Paris: Les
empêcheurs de penser en rond.
「
. Japanimêshon」wa Naze Yabureru
+Ôtsuka, Eiji & Ôsawa, Nobuaki（2005）

ka（Why will "Japanimation" fail ）.Tokyo: Kadokawa Shoten.

formerly separate categories.
─

Popularity
─

What, then, of the reasons for the popularity of something
that is essentially a signifier of confusion? The anti-confusion
concept of nation always looms large in the inquiry of
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Q&A
discussion

PART2 ディスカッション
日本文化（とりわけマンガやアニメ）が広く世界に受け入れ
られている理由は何か？ それらにおいて普遍的に共有
されている質とは何であるのか？
─

モデレーター：アレクサンダー・ツァールテン

ポール・ブーイサック／シュテファン・リーケレス

［PART1］
［PART2］
［PART3 ］

ツァールテン：私からリーケレスさんに質問があります。リー

そこで何が得られるかというと、それまでアニメに触れた

ケレスさんは個々のアーティストとその価値、そしてその人

ことがなかった人であっても、この展覧会を楽しむことがで

を守り紹介していくということに力を入れていますが、
「メ

きる。そして、最終的にアニメに対しても興味を抱くように

ディア芸術」という概念を人々に特に示すときに、どのよう

なっていくという仕掛けでした。クンストラーハウス・ベタ

に受け入れられるでしょうか。特に現在、リーケレスさんは

ニアンというベルリンのコンセプチュアルなアート会場とし

ベルリンで日本のアニメを紹介する展覧会を開催しています

て非常に有名なところで開催し、従来からアートの観客がた

が、受け入れる側の反応はいかがでしょうか。

くさんいます。多くの人はアニメや娯楽的なものに対して、展
覧会にかかわってくることに対しては非常に強い拒否反応を

リーケレス：最初は、80 年代後半から90 年代の半ばにかけて

持っているのですが、このような展覧会そのものを体験して

描かれた古いものを見せました。展覧会に出したほとんどの

いただくと、作品自体がすごくパワフルなので、ファインアー

ものは、かなり古い物、アンティーク的なものです。ここ 20

トのシステムや、このようなものを展示していくことの価値

年間で日本アニメは非常に進化してきましたが、われわれが

を皆さんつかんでくださいました。

今、アニメとして語っているものは、このドローイングが描
かれたときとはかなり違うものだったのではないか。そして、

ツァールテン：つまり、展覧会のフレーミングは対象によって

今では随分状況が変わっているのではないかと思われます。

違うのですね。

2点目に、私たちはこのようなものを意図的にファインアー
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ト的な流儀にのっとった展覧会のコンテクストで見せていま

リーケレス：はい、フレーミングです。
もうひとつには、アーティ

す。
これが何を意味するのかということについては、アーティ

ストが自分の作品についてどのように認識するのかという

スト本人たちとかなりの議論を重ねていきましたが、これは

ことが違ってきます。小倉宏昌は自分でアーティストだと名

展覧会というコンテクスト自体をリスクにさらすことになり

乗ることは絶対にありません。この問題について 3 日間にわ

ます。見せるということについて、展示にとっては適切なや

たって話したところ、
「私はアーティストではない」と言い張っ

り方です。だからといって、見た目がファインアートっぽい

ていました。なぜ絵を描いているかといったら、監督とプロ

からファインアートの展覧会になるかといったら違います。

デューサーが映画を作りたいからで、自分がただやりたいか

そうして見ていくと、こうしたドローイングはファインアー

ら描くということは絶対にないと言い切っていました。天才

ト的な意味での芸術作品、アート作品とは違うということが

のアーティストとしていきなりひらめいて何か描いてしまう

分かります。通常のこのような展示のコンテクストで想定、

ということはありません。他方、森本晃司さんは一日中絵を

もしくは期待するものとは違っていることが分かります。

描いています。落書きをして、何だかんだと描いて、最終的
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Part 2 Discussion:

Why has Japanese culture（especially manga and anime）developed a
worldwide audience?
What universally shared qualities does it have?
─

Moderator: Alexander Zahlten

Paul Bouissac/Stefan Riekeles
I have a question for Stefan Riekeles.

works. So anybody, even people who have no interest
in and no understanding of anime, can still understand

independent artist and of his value. It is like a

and enjoy this exhibition, and perhaps later develop

deliberate anachronism, maybe vis-à-vis the concept

an interest in animation. We're showing the animation

of Media Geijutsu, which tries to include different

at the Künstlerhaus Bethanien,an art institution in

systems of circulation of art, from high art to video

Berlin famous for conceptual art exhibitions. Often

games manga and anime. How do you reconcile that?

we attract large crowds of people that might normally

Especially when you present this to the public, how do

have an aversion to animation or other forms of
"entertainment" art. But seeing the high quality work

when you are presenting anime, something which may

on display stimulates people to think about the value of

have a different system of reception?

the high art system as well as the value of displaying

07 08 09│Q&A

they receive this concept of the artist, especially now

04 05 06 │ Q&A

You present a very avid defense of the individual,

01 02 03 │ Q&A

Zahlten:

works such as these.
Riekeles:

That is the core question. First, we present

old stuff, what was drawn in the late 1980s until the

Zahlten: So,the

framing of the exhibition changes how

mid 1990s. Only the drawings by Anno are from the

the audience will perceive it.I suppose that is self-

recent Neon Genesis Evangelion films. So most of

evident to a certain degree.

the material which is in the show is quite antiquated
compared to what we understand now as anime.

Riekeles: Yes,the

framing.The great thing is that it also

Anime has evolved a lot in the last 20 years.To a large

changes the perception of the artists regarding their

extent, what we are talking about now when we talk

works. Ogura Hiromasa, would never say he is an artist.

about anime is probably not the same anime that was

For three days we discussed this question with him and

around when these drawings were first created.

he insisted he is not an artist. The reason he creates

Second, we deliberately present these things in a

paintings is because directors or producers need them

fine arts style exhibition context. What this means̶

to produce a film. When asked, he said he would never

and we had a big discussion with the artists about

paint such things just because he wanted to. He would

this̶is that if we do this, the whole exhibition context

never start by himself just as a genius artist. Morimoto,

is put at risk. Although it is an appropriate way to

on the other hand, will scribble all day long and start

display things, it does not really mean that it is a "fine

producing stuff before later finding a producer to make

art"exhibition, even if it looks like it. If you think about

a film. These are two extremes of the field, and there

the drawings that are on display it becomes quite clear

are many more in between where I find it is interesting

that this is not artwork in a fine arts sense, something

to explore with real people.

that we should expect to see in a display context such
as this.
What you gain with a presentation such as this is
immediate and direct access to the quality of these

We are supposed to talk here about universal
qualities, and from a semiotic perspective this is very
interesting. I want to add another position to this: that
universality and uniqueness are somehow related. So,
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にプロデューサーを探し当てて、映画を作ってもらうという

そしてもうひとつ面白いご指摘がありました。私たちは本

ことをやります。ですから、この領域において二人は両極端

当に幾つもの層を成している、このような現象があるのでは

です。もちろん中間地点のものがたくさんありますが、この

ないか。このようなポピュラーカルチャーのフォルムが極め

領域、このフィールドを本当の人間と一緒に探査していくの

て複雑なチャンネルを通じて流れている。なぜかと言えば、

は面白いかと思います。

従来の文化産業ということだけではなく、ファンのつながり

ブーイサック先生は、普遍性ということを基本的な視点か
らお話されました。記号論的に言うと、これは非常に面白い
点だと思います。もうひとつ、ここで私が付け加えたいのは、

など、複数のサイクルやリサイクルという手段を経て流れ、
伝わってきているというご指摘でした。
では、私たちはどうすればこのような現象に対して良い形

［PART1］

普遍性とユニークさというのはどこかで関係があります。そ

でリサーチができるのでしょうか。今後、これだけの複雑な

して、このような映画やドローイングが持っている普遍的な

文化の伝播と波及について、われわれはどうすれば把握する

質や特性について話をすると、私たちは、これらは明確な伝

ことができるのでしょうか。

統に根ざしたものであると考えていく必要があります。いき

［PART2］
［PART3 ］

なり東京の空の上から落ちてくるものではない。これは長い

ツァールテン：非常に難しい問題です。問題は、この拡大という

間にわたってのフォルムや視覚的な言語のボキャブラリーに

のがわれわれの見つめている原則の一部だということです。

基づいたものです。そして、これは日本的に極めてユニーク

いわゆる伝播するものとして機能しています。非常に友好的

かというと、実はそうではなくて、逆に極めて非日本的なも

に効率良く、いろいろなやり方で広がっていきます。いろい

のです。大塚英志さんと随分やり取りをしましたが、大塚さ

ろな分析で、いろいろなやり方をとらえようとしています。

んの本の中で幾度も指摘されていることで、マンガやアニメ

そして、それを管理できるようなセグメント化も試みられて

といったスタイルはそもそもディズニーと 20 世紀初頭におい

います。

て、非常に緊密な関係と交流の中から生まれてきました。そ

しかし、どのような道を通って、どのようなものがどのよ

れからマンガというものへと発展していき、どこかで普遍的

うなやり方で実施につながっているかということを見定め

に世界中で受け入れられたものなのです。

ることは重要です。ですから、具体的なヒストリオグラフィ
が必要です。同時に、われわれとしてはこのプロセスがどの

ブーイサック：どこかから来たわけですね。例えばゲームと同

ように管理されているか。つまり、この伝播がどうやって機

じように、文化には大混乱が起こっています。私たちで方法

能しているか。そして、こうした伝播とわれわれはどうやっ

を見つけて説明することはできますが、もし真剣に何かやり

てかかわっているのか、その効果のほどもわれわれは考える

たいならば、大きな問題があります。単に衝動的にやるので

べきだと思います。

はなく、ちゃんとやろうとすれば大変なことだと思います。

+

+

「 混乱」の概念

+
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ここで、小さな例を示します。先ほど confusion（混乱）と
いう言葉を言いました。この言葉の歴史を見るのは非常に面
白いです。これは特に日本に関連した視点ですが、ローマの

+

法律によれば、confusione と comexio というふたつの概念

フータモ：アレクサンダーさん、本当にいろいろと考えを刺激

がありました。これはいわゆる不動産、土地の争いで用いら

してくれるスピーチだったと思います。ご指摘の問題で、非

れた概念です。Confusione という方は、混ざってしまって

常に面白く、困難で、複雑で理解が難しい点が、グローバル

分けられなくなったようなもの、例えばワインのようなもの

に日本のポピュラーカルチャーのフォルムが広がっていると

です。違ったワインを混ぜてしまったら、それを元どおりに

いうことにかかわるものだと思います。

分けることはできません。comexio というのは、果物のよう

確かお話の中で、私たちが日本のポピュラーカルチャーは

に、混ぜてしまっても後から分けることが可能なものです。

どこにもかしこにもあると感じていることがあるのではない

Confusione と comexio は、ローマ法からプロシア法に18 世

か。世界中くまなく普及しているというのは一種の神話であり、

紀に伝達されました。そしてプロシア法から日本の民法へと

幻想です。これは本当に薄い層が、ポピュラーカルチャー全体

19 世紀末に伝わってきました。これらふたつの概念は、日本

の中の本当にごく一部だけがそのようにできているのではな

語では「 混同」と「 混和 」と訳され、今でも日本の法律の中で

いか。ここで決まり文句に陥らないで、日本のポピュラーカル

使われています。しかし、
「 混同」というcomexio に近い意味

チャーの影響ということとはまた違う観点で示されました。

を持つ言葉が、confusione と comexio の両方の意味で使
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if we talk about the universal qualities of these films

through extremely complex channels because it is

and drawings, they have to be considered as coming

part of that and not just what used to be known as the

from a distinct tradition. They do not just fall from the

cultural industry and its fan cultures and how they go

sky above Tokyo. They are created based on a long

through multiple cycles and recycling.

tradition of forms and a vocabulary of visual language,

│

My question to you is: how can we grasp the

things that are not uniquely Japanese but are in fact

complexity of this cultural dissemination and exchange

completely un-Japanese. It is as Otsuka Eiji̶someone

that I think you, quite correctly, have identified?

we have been talking to a lot for this project̶explains
I think that answering this is very difficult, and

Zahlten:

as manga and anime was born and developed through

part of the problem is that this expansion is part of

very close encounters with Disney at the beginning

the principle of what we are looking at. It functions

of the last century. Although it has developed over

as something that disseminates, and it does that very

generations to what we now understand as anime

efficiently in many different ways. Any kind of analysis

and manga, it still has its origins in things that are

is actually an effort to go in a different direction

01 02 03 │ Q&A

in detail in many of his books: this style that we know

04 05 06 │ Q&A

of caging it in again and trying to divide it up in to

universally accepted.

manageable segments. I do think it is important to
Bouissac:

In culture everything comes from somewhere

look at very concrete cartographies̶which avenues do
these different products or practices take, a concrete

at older organizations of rationality is a losing game.

and empirical historiography if you will. But at the

Culture is a mess, a big mess. We can try to find our

same time we should definitely look at things such as

way and try to explain how it works, but we will have

how this process is managed, the principles of how

a big problem on our hands if we want to really do

this dissemination actually works, and how we deal
with that kind of dissemination – and of course the

something serious rather than trivial.
+

+
Context of "Confusion"
Huhtamo:

mixing that goes along with it and is a big part of its
effectiveness.

+

+

Alexander, this was a really thought provoking

To give a short example, I bring up the term
"confusion,"a word with an interesting history in

speech. But I am just wondering about one of the

the context of Japan. In Roman law there were two

issues you raised, something which I think is really

concepts which were used with regard to property

interesting, important, and probably complex and

disputes, confusio and commixtio. Confusio referred

difficult to understand. When you spoke of the global

to products that were mixed and could not afterwards

dissemination of Japanese popular cultural forms I

be re-separated. For example, if two different types

think you made a reference to the idea that Japanese

of wine belonging to two different people were mixed,

popular culture is everywhere, that it has penetrated

how could you later separate and return them to their

the globe, and that there definitely is a certain kind of

original owners? Commixtio referred to products

myth and illusion about it which is based on very thin

like fruit that when mixed could, at least in principle,

or narrow layers of popular cultural output. I think that

be separated again. In the 18th century confusio and

this is an extremely interesting and provocative point

commixtio passed from Roman law into Prussian law

that you are making, and it really goes against widely

and then from Prussian law into Japanese civil law at

accepted clichés about the influence of Japanese
popular culture.
I think you also pointed out the interesting fact that
we often talk about very layered phenomenon where
the dissemination of popular cultural forms happens

07 08 09│Q&A

and everything came from somewhere else. Looking

the end of the 19th century. Confusio and commixtio
（known in Japanese as kondo and konwa, respectively）exist

in Japanese law, but in practice usually konwa is
generally used for both confusio and commixtio.
Although this may sound far-fetched, I see this

063

│日本文化（とりわけマンガやアニメ）が広く世界に受け入れられている理由は何か？ それらにおいて普遍的に共有されている質とは何であるのか？

われています。
これはひとつの例え話として、19 世紀、20世紀の日本が

ツァールテン：そうですね。このふたつは違うレベルだと思い

［PART1］
［PART2］

世界とどのように混ざり合ってくかということを探った経

ます。ある意味では共存し、一方では対立します。例えば

過だと思います。そして、全てがまた後で別々にできると言っ

トランスメディアの現象として、ケロロは非常に多くのバ

たわけです。技術と文化という意味では、コネクションさ

ラエティに富んだ形をとって、様々なメディアに自由に出

れていません。例えば和魂洋才というような形で、日本の

てきます。そして、どんどん拡大しています。境界を無視

精神がありながら、自動車づくりもするということです。

して広がっていきます。非常に強い力を持ってそのように

これは単に日本でのファンタジー（おとぎ話）ではなくて、い

拡大しています。これは様々な側面があると思います。も

わゆる国家としての意識が根底にあるのだと思います。こ

ちろん正式なもの、ケロロのビジュアル、ナラティブ、物語、

れが日本で特に目立ったのだと思います。つまりミックス

それからテキストの視点です。しかし、もっと大きなシス

することの問題の方がよく視覚化されやすい。どうやって

テムがあります。このようなものを制作させている作用を

違ったコンテクストをミックスして取り扱い、対応するか。

与えているものがあると思います。非常に拡大するような

そこから伝播する、そしてそれにさらに付加して広げてい

作品、コンテンツなど METI（経産産業省）であればそのよう

くことが非常に重要だと思います。ですから、プロセスに

な言葉を使うかもしれません。
ある出版企業はマンガを出版していますが、同時にキャ

フォーカスした見方です。

ラクターグッズも提供します。そして、これがアニメ化でき

［PART3 ］

フータモ：あなたの挙げた事例は面白い例だと思います。そ

る可能性があるかどうか、あるいはゲームにできるか。この

して、これは明らかに私たちが例えば文化庁メディア芸術

ようなキャラクターの商品化をどうしたらいいか、可能性は

祭をもっと詳しく分析しようというときに、これを当ては

どうかといったものもシステムの中に組み込まれて機能して

めることができるのではないかと思います。このような原

います。

則や理念が、メディア芸術祭で見ることができるマテリアル
として選出されているもの、例えば『 ケロロ軍曹 』はそのよ

ディヒーリ：キャラクターを複数のプラットフォームで出して

うな意味では私にとってインスピレーションになりました。

いくというのは、確かにあるかと思いますが、他方で、私た

どのようなフォルムが想定されるのか、メディア芸術祭とい

ちがアニメの展覧会を立ち上げていくときに驚いたのは、ま

うコンテクストの中で考えることができるのか。これだけた

ず 4 畳半でカップラーメンを食べて生きている人がいて、そ

くさんの異なったアイデンティティやレベルがある現象を対

れをどこかの資本家がプロダクトに変えていく。また、同

象として考えていくと、何らかの形でひとつのバリエーショ

人誌がいきなりわいてくるときです。そしていろいろなイベ

ンがこの中に入っていくのか、それとも日本のハードポルノ

ントが出てきます。そうすると、この作品の多くは、それが

と同じぐらいにあり得ないものなのか。面白く、また挑発的

1995 年ぐらいになってくると、膨大なディストリビューショ

な例だったと思います。

ンがあって、二次的、また一次的なものと同等ぐらいの量

+

+

トランスメディアの現象

そうすると、村上隆のような人が出てきて、彼は非常に

+

はっきりと、これをアプロプリエイションして、美術の世

ディヒーリ：デイビッド・ディヒーリです。私はベルリンの日本

界の中で自分のものだといって、すさまじいインパクトを

アニメ展のキュレーターとして、日本が国際的なエンター

与えます。しかし、同人誌だったら 4 畳半で暮らして、ま

テインメント、映画、マンガ、ゲームなどに貢献できるとい

たカップラーメンを食べている人たちが搾取されても、愛

うことをシュテファンと共に、検討してきました。

があるからそれが許される。しかし、それが全く違う経済

+

アレクサンダーさんに質問です。エコロジーを一方に置

的な領域になっていくということが、例えば村上の段階で

き、また、このメディアを通しての制作を可能にするという

は出てきています。そうすると、大手の出版社などが自分

ことは分けられるのでしょうか。つまり、コンピュータで作

たちの持っている財産をどうやって利用し、そしてそれか

るアニメ、ペンで描くマンガは、制作のレベルと流通のレベル

ら最大限利益を得ていくことができるのかというのが、エ

とありますが、
「メディア芸術」にそのような枠を定めること

コロジーと制作に関して私の言いたかったことです。

は間違いではないでしょうか。
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as analogous in a certain way to how Japan tried to

Indeed,working with Stefan on this Proto Anime Cuts

manage how it was being mixed with the world back in

show revealed the layers of curators involved at the

the 19th and early 20th century. There was a tendency

origin of the products that are out there. What I would

of pretending that everything could later be separated

like to ask is do you find it useful to separate the

again and that, for example, technology and culture

ecologies the person from Nokia spoke about from the

were not essentially connected. As an example, you

inherent framework that allows production to cross

could still have Japanese spirit even if you drove a car

mediums because people do not care. If someone has
a pencil they will make manga. If they have a computer
they will make anime. I think this conflict between

of national consciousnesses. It may have become

the production level and the distribution level is a

especially prominent in Japan because the problems

fundamental mistake in the way things are framed at

of mixing are much more visible. I think that looking

the Media Geijutsu Festival.

01 02 03 │ Q&A

or owned a factory, things which are not just Japanese
fantasies but fantasies that belong to most all kinds

│

at how different contexts handle mixing and expansion,
both from them and to them, is very important.

Zahlten:

I think that there are indeed different systems

Per your example, I think your idea is

each other. I do not think they are essentially opposed

interesting and not too far-fetched. I think it is

because if you look at these types of transmedia

obviously something that could be applied when we

phenomena̶for example, Keroro appearing in various
media̶you can see an incredible variety things

Arts Festival in more detail and how those principles

expanding with an incredible force that has something

apply in the selection and material we find there. I

to do with various aspects of its being. Included in this

think that your Keroro example is inspiring in that

are formal aspects of Keroro,both visual and of the

sense. It is a good example of how forms can be

narration of the text. It also involves the artist. But it

imagined as part of the Japan Media Arts Festival as

also has to do with a greater system which is geared

phenomenon with many different identities and levels.

towards producing these kinds of expansive art work /

+

Phenomena of transmedia
d'Heilly: It

content, to use the terminology of the Ministry of
Economy,Trade, and Industry.

+

+
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start thinking about how to analyze the Japan Media

+

04 05 06 │ Q&A

that in part work together and in part are opposed to
Huhtamo:

There are companies such as Kadokawa that are

seems as though we are discussing

thinking about whether a character can be turned into

something which I think Stefan brought up quite well:

an anime as soon as a manga-ka（manga artist）proposes

that is, that the Media Geijutsu Festival tends to show

the character to them. As the system is currently

the work either of individuals or very small groups.

developing, corporations want to know such things as
whether a character can be used in a game and how it
can be merchandised later on.
d'Heilly: The

idea of developing a character into multiple

platforms goes back to Disney and others. I do not find
it surprising that digital media or the digital distribution
of media allows for as many distribution channels as
capital can support. I don't think this comes as any
surprise.
One thing I found interesting in developing the
anime show was that you had the anime. You had the
original drawings made by some guy who probably lives
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［PART1］

ツァールテン：歴史的に考えてみると、同人誌マーケットの展

ありません。

開がこのようなスケールになるとは誰も予想しなかった事

+

態もありました。しかし現在、同人誌文化というのは、既に

産業ベースのメディア芸術

正式な、搾取的な経済の中にも組み込まれてしまっています。

+

また、大手出版社の例を引きますが、明示的に『 涼宮ハルヒ 』

ツァールテン：私は
『 ケロロ軍曹 』を、全てを網羅したアニメの

のアニメをYouTube でマッシュアップさせるというものも出

事例として挙げたわけではありません。特定の部分だけを切

てきています。そして、これをサポートさせるために、ファ

り出しました。アニメとマンガ、ゲームのいずれにしても、

ンの活動を呼び起こしています。つまり、ファンを使って追

日本においては様々なサブセクションがそれぞれあります。

加的なプロダクトを出そう、製品化しようということです。

海外では全く人気のないものがたくさんあります。マンガは

特に直接的な動きではありませんが、間接的にはこれから利

信じられないほど非常に大規模で、非常に多様なメディウム

益を上げよう、企業にとっての収益を上げようという意図が

です。小説なども考えてください。それについて全部を網羅

あります。

的に語ることは非常に難しいです。ですから、時にはそうし

+
+

たやり方をとるのもいいと思います。大きな図を描くという
［PART2］

ベルント：京都精華大学のジャクリーヌ・ベルントです。今日の

シュテファンさんの話は大変面白かったと思います。いろい

ことでは意味があると思います。
ふたつ目は、クリエイターあるいはアーティストに注目しろ

［PART3 ］

ろな理由があります。まず、メディア芸術祭の展示では、創

ということですが、部分的には私も賛成です。しかし、ある

作のプロセスを見ることができません。また、京都精華大学

意味ではこのような産業的な生産、古典的なアーティストの

ではマンガ研究は主に受容の研究をしています。アーティス

置かれた状況について質問を投げ掛けざるを得ません。この

トについては様々な出版物がありますし、クリエイション

アニメのクリエイターは誰なのか。もちろんキーのフレーム

のプロセスがどのように機能しているのかということがあ

は日本で描かれていますが、実際の作画の大半は韓国や中国、

ります。しかし、パネルレイアウト、コマ割についての教科

北朝鮮でも、あるいはフィリピンなどでなされています。ケ

書が全くありません。そこで、アーティストではなく、むし

ロロの事例ですが、あるシリーズでアニメスタジオに忍び込

ろクリエイターに注目しています。

んで、どうやってアニメを作るのかを盗もうとしました。し

もちろん大きな資本を持っているプロデューサーもいます

かし、そこではもちろんアウトソーシングについては全く言

が、シュテファンが展示に選んだクリエイターというのは『 ケ

及されていませんでした。サンライズスタジオで全部作業が

ロロ軍曹』や涼宮ハルヒとも少し違います。シュテファンの

なされているような形で語られていました。アニメでも同じ

「アニメに関する展示は、アニメと
ペーパーの 4 番の脚注で、

だと思います。フィリピンや韓国の人たちがこのようなフィ

マンガの流行をひとつの一貫した現象として提示した 」と書

ルム制作にかかわっているのかどうか、私は定かではありま

いています。そして、今日の議論では、同じようなことが起

せんが、ここで言いたいのは、日本人のアーティストです。

こっています。マンガ、アニメと言っていますが、例えばブー

066

イサック先生のおっしゃったマンガというのは、特定の種類

ベルント：それは違います。興味深いことがふたつあります。

のものです。ケロロとも涼宮ハルヒとも全く違う種類です。

文化庁の役目は、コンテンツを売ることではありません。コ

また、ファンコミュニティの中で有名なものとも違います。

ンテンツを売るのは例えば経済産業省の任務です。文化庁の

本宮ひろ志は大きなワークショップを持っていますが、彼

仕事は何かと言えば、クリエイター、すなわち作家やアーティ

はもう何もやっていません。彼は名前を出しているだけで

ストではなくて、クリエイターとして、そのクリエイティビティ

す。事前に制作されたキャラクターに対して与えているだけ

を未来に向けて、さらに新しい形で担っていくことができる

で、例えば『 サラリーマン金太郎 』などです。これは特定の

ように高めていき、促進させていくことだと思います。昨日、

種類のマンガで、一般的にティーンエイジャー向けではなく、

シュテファンさんから伺って非常に面白かったのは、多くの

大人の読者向けのものです。ですから、シュテファンの脚注

メディアアーティストやメディアクリエイションにかかわって

の 4 番について、区別する必要があると思います。ケロロが

いるウェブデザイナーやグラフィックデザイナーなどが、19

日本のマンガ・アニメの唯一の代表と見なしてはいけません。

世紀初の美術館に行くかのように、このメディア芸術祭に勉

また、クリエイターにも注目しなければなりません。また、

強をするために来ているのだという話でした。ドローイング

創作のプロセスに注目しなければなりません。労働だけでは

からたくさん学ぶのと同じ姿勢で観に来ていたというのは、

│Why has Japanese culture（especially manga and anime）developed a worldwide audience? What universally shared qualities does it have?

│

in a yojōhan, eats cup ramen, and draws things that

educate. Can you imagine that there is not even one

are later turned into products by some capitalist.. The

book about panel layout in Japanese? And panel layout

surprise comes when the dōjinshi markets emerge

is at the core of manga,. What I liked about Stefan's

and their influence spreads. Because a lot of this work

approach was how he draw our attention not to artists

existed before the internet rose back in 1995 or so,

but to creators, the people that negotiate with the

there has been as much primary distribution as there

producers,the people with the large capital.
One more point I would like to make is that the

has secondary.The next thing that we see happen in the

creators Stefan chose for his show are of a slightly
different thought than the creators of Keroro Gunso

work, calls it his own, and then makes a huge impact

or Suzumiya Haruhi. This is something which Stefan

in the art world and still none of these things. In the

wrote in his paper but did not say, so I refer to footnote
which we have seen so far have tended to generalize

done by people who loved them. But at a certain point,

the phenomenon. If we look at the discussion today

things moved into a new kind of financial realm with

we can see similar things happening. We speak about

what Murakami did. Recognizing the capabilities

manga as such and about anime as such. But the

of Kadokawa and others to exploit their properties,

manga which was mentioned by Professor Bouissac

what I want to ask is do we want to make a distinction

is a specific kind of manga, a type completely different

between the exploitation of a property and the ecology

from Keroro Gunso or from Suzumiya Haruhi and not

that actually produces it?

the manga that are popular among the general fandom

07 08 09│Q&A

number 4 where he states that the exhibitions on anime

04 05 06 │ Q&A

dōjinshi, it was acceptable that the yojouhan cup
ramen authors were being exploited because it was

01 02 03 │ Q&A

evolution of producers is the emergence of someone
like Murakami Takashi who explicitly appropriates a

community.
Zahlten:

If you look at this historicall y, I agree with you.

Take,for example, Motomiya Hiroshi,who is famous

You have at some point the development of the dōjinshi

for having a big workshop. He does not do anything

market, something that was unexpected,especially

anymore except give his name to the prefabricated

on the scale that it happened. But I would say that at

character people in Japan know as Salaryman

this point, dōjin culture has already been very much

Kintaro and who reappears in The Country is Burning

incorporated into the official exploitative economy.

and elsewhere. This is a specific kind of manga

Again, if you use the example of Kadokawa where

characterized by magazines aimed at older youth

mash-ups of the Suzumiya Haruhi anime are explicitly

readers, not necessarily just to teenagers in general.

allowed to appear on YouTube so as to generate fan

I would like to say in reference to Stefan's footnote

activity and support, then it is really like employing

number that we need to differentiate and not accept

fans to create additional products that are not directly

Keroro as the one and only representative of manga

sold by Kadokawa but indirectly generate profit for the

and anime in Japan. I would also like to add that we

company.

should try to pay more attention to the creators and the
process of creation and not just to labor involved.

Berndt:

Jaqueline Berndt from Kyoto Seika University.

+

+

I have to say I liked Stefan's talk for several reasons.

Industrial media arts

When I go to Media Arts Festival exhibitions I cannot

+

learn much about the process of creation, so for

Zahlten:

me, this has been very interesting, especially about

Keroro as an all-encompassing example of anime but

how manga studies have been concentrating on

as a specific section of it. If you look at both anime

reception research. At Kyoto Seika University we have

and manga, as well as games in Japan, there are lots

astonishingly few publications on artists and how the

of subsections of each category that are not popular

whole creation process works for the people who we

overseas. Manga is such an incredibly large and

+
I agree with part one. I did not intend to use
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とても大事なことだと思います。アレクサンダーさん、作家

ベルのテクノロジーに対しての洞察を持っているということ

性について産業ベースのメディア芸術における研究はまだあ

ではありません。制作をするプロダクションコンテクスト

りませんよね。

が非常に豊かな─豊かさというのは金銭面ではなく、経験

+

+

メディア芸術の優位性

+

とキュレーターのサポートする態勢と、クリエイティビティ
を発揮させるための環境ということで、何カ月間もかけて、

+

作品についてだけ考えることができるようになっています。

ツァールテン： 確かにおっしゃったように、クリエイターを支

非常にプロフェッショナルな環境の中で作品を育て上げる

える、教育するということは非常に正当な目標です。しかし、

ことができるようになっています。日本には確かにそのよ

いわゆる商業的な感覚ということ、ファインアートではその

うな場所が幾つかあります。

［PART1］
［PART2］

ようなこともあると思いますが、現在、アニメの現象を見る

アニメの世界で見ると、リサーチをしてきたところは似

と、労働、クリエイターに全く光が当たらない人たちがいる

たような現象があるかと思います。中央線を新宿から下っ

ということも事実です。
これは日本人だけではありませんし、

ていくと、吉祥寺や三鷹といったもろもろの駅があります。

日本に住んでもいないし、日本に行ったこともないそういう

小さな町があって、そういうところで私たちがご紹介した

人たちがいます。

ような人たちが普段うろついていて、仕事をして、時には
飲んで、お互いに集まったりする。コラボレーションとお

近藤長官：おっしゃるように、私の所属している文化庁は、ク

互いを支え合っていく環境の中で、お互いに制作の刺激を

リエイターやアーティストを助けることが仕事になっていま

与え合っているような地域があります。ある意味で、アニ

す。そして、その人たちにとって自由に仕事をすることが 可

メの生態系というのは実は中央線を巡っています。これは

［PART3 ］

能な環境を整えていくことが役目であり、制約は与えません。

非常に特定の地域で、そこに行けば全部そこで起きている

当然、私たちはコンテンツにかかわることにはなっていない

ということが分かります。ほかにはそのような場所はあり

はずです。しかし、ここで考えている疑問点は、このセッショ

ません。非常に特別な場所で、だからこそ、私にとって場所

ンの主要テーマに戻らせていただくと、日本のメディアアー

性ということは非常に大事なものです。日本の文化がある

ツに人気があるとすれば、これは日本のクリエイター／アー

ので、そこから日本的なものとは何なのかということへと

ティストが新しいテクノロジーを使うのがうまいからなのか、

さらに発展させていくことができるかと思います。しかし、

それともメッセージが人気のもとなのか、それともただ、日

このようなコンテクスト、人々が実際に作品を作っていると

本のそのような人たちがテクノロジーが得意だからなのか。

ころが私にとって重要なところです。

新しい表現方法を生かしていく力は、例えば絵巻物などが中
世からずっと親しまれてきたことなど、日本の大衆文化の長

近藤長官：何回かコンテクストと言われましたが、このコンテ

い歴史、江戸時代までさかのぼることができるようなことま

クストというのは、中央線に長い歴史があったために発達し

で関係があるかと思います。

たのではないでしょうか。山口県も日本の一部ですが、それ

そこで、皆さま全員への質問です。ここでの具体的なメッ
セージ、作品の中に含まれているメディアアーツの中のメッ
セージそのものが魅力のもとなのか、それとも新しい表現の
方法を使って、普遍的なものを今までになかったような形で
日本のクリエイターたちが生み出しているから人気があるの
か。それとも、ただテクノロジーがあるから、そしてそれは
日本人の方が、使い方のこつをほかよりも飲み込んでいるか
ら人気があるのか。パネリストの皆さま、これについていか
がでしょうか。

リーケレス： 私のペーパーにある filmachine というのは山口

県のYCAM（山口情報芸術センター）で制作されたものです。アー
ティストがすごいテクニシャンであるとか、はるかに高いレ
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diverse medium: it is like talking about the novel, very

try to support the education of people who can create

difficult to cover in one sweeping discussion. But I

worthy and thoughtful works of art, whether it is in a

think there is some merit in doing this sometimes

commercial sense or in the field of fine art,. But I think

because it is occasionally good to take a look at the

that if you look at the phenomenon of anime you need

broader picture.Concerning the second point regarding

to also look at the issue of labor and how there are

drawing attention to the creators and artists: I partially

non-Japanese creators that are never focused on and

agree. But I also want to say that I think that to a

do not live in Japan and have never even been to Japan.

│

certain degree industrial production tends to draw the
I agree that the role of my agency of Cultural

Kondo:

who creates certain anime? Most of the key frames

Affairs is to help creators or artists by giving them a

are drawn in Japan. But much of the drawing of the in-

favorable environment in which they can work freely

between frames is done overseas in Korea,China,North

with few if any restrictions on what they produce. But

Korea, and in the Philippines. One example that really

I also want to return to a subject that keeps coming

illustrates this is an episode that I think I mentioned

up during this session: is there a reason for the
arts? Is it because Japanese creators and artists

All of the episode takes place at Sunrise Studios and

are good at using new technologies, because of the

no mention is made that a lot of the animation work

message they have, or because Japanese people are

is outsourced. I am sure that there are Koreans and

simply good with technology,with all technology? The

Filipinos involved in making films at Proto Anime Cut

difference between the first and third explanations is

as well. But isn't the point here to focus on Japanese

that new ways of expression and of taking advantage of

artists?

new technologies probably derives from Japan's long

07 08 09│Q&A

phenomenon that is the popularity of Japanese media

04 05 06 │ Q&A

in the text but I did not talk about where Keroro goes
to an anime studio to learn about how to draw anime.

01 02 03 │ Q&A

status of classical artists into question. As an example,

history of scrolls, something that has been a part of
Berndt:

No, it is not. I found two things that were

Japan's pop culture from the medieval time through

interesting. I do not think the task of the Bunka-Cho,

the Edo Period.
So,I want to ask all of you, is this because of the

the Agency for Cultural Affairs, is to sell content.
That is the task of the METI（Ministry of Economy, Trade

specific message that is contained in the art work̶

and Industry）. The

in media arts? Is it due to the skills developed by

job of the Bunka-Cho is to nurture

creators̶not artists or authors, but creators who will

Japanese creators? Or is it simply due to Japanese

be able to carry the work of creation into the future and

being better at using newly developed everyday

into new forms. That was what Stefan's talk was about.

technologies than others are?

Something interesting he told me yesterday was that
in Berlin many media artists̶people involved in media

Riekeles: The

creation such as web designers and graphic artist̶

of Japan at the Yamaguchi Center for Art and Media

have been going to exhibitions as if they were early

（YCAM）,

"filmachine"was produced in the south

one of the top venues in the field. I think very

19th century museums where they study drawings and

highly of YCAM I go there regularly to see the openings

learn. This is an important development, but of course

of individual artists, even if they present only one work

it is only taking place at the individual level. Something

and not a full exhibition. Japan is able to produce works

else we would like to see but have not yet is some real

like this not because artists are more skilled or have a

study oabout authorship in industrial media arts.

better understanding of technology than their European
+

+
Priority of Media Geijutsu
Zahlten:

context that is very rich in know-how and its curatorial
+

+
I agree that it is a perfectly legitimate goal to

colleagues but because they operate in a production
support. Artists here can work in an environment that
allows them to think for months about one piece and
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│日本文化（とりわけマンガやアニメ）が広く世界に受け入れられている理由は何か？ それらにおいて普遍的に共有されている質とは何であるのか？

だけで日本のユニークなローカリティになることなのでしょ

ジェントではなくフォルムが侵入しているのです。
そしてフォ

うか。つまり、長い歴史や気候、人々の生活があって、文化を

ルムを受け入れて、模倣しています。独自のダイナミクスを

受け継いだからではないでしょうか。同じようなローカリティ

持っています。
このダイナミクスが 何であるかは分かりません。

を、例えばフランス南部やベルギー北部に見つけることがで

あるフォルムがダイナミクスを国民に提示して、その人々の

きるのではないでしょうか。

中でだけ人気が出ると国境を越えてまねをされてしまいます。
しかし、もちろん適用や模倣の過程の中で変わっていきます。

リーケレス：世界全体を見ると、そのような政策を行っている

文化の進化の問題は大きなもので、非常に難しいです。私

場所はありますが、日本から生まれてきているもの、このよ

のペーパーにも書きましたが、ミームという考え方は、半自

うなコンテクストから生まれているものはないとされてきて

律的なエージェントで、独自のダイナミクスを持っているも

［PART1］

います。あの辺りに住んでいるのは、家賃が高い所に住めな

のです。なぜ、あるものは人の脳の中に入り込み、またある

いからだといわれてきていました。なぜかと言えば、彼らの

ものは入らないのかということは分かりません。これがチャ

ような仕事をしている人々は、ヨーロッパだったらもっと大

レンジです。それが何であるかということが分かれば、発見

きな立派な家に住めるので、結局は経済的な現実がそうさ

した人にとっては大きな力になると思います。

［PART2］

せているのだということがいわれています。あちらの方にわ
ざわざ引っ越していって、また都心回帰をしている人たちも

近藤長官：最後の質問ですが、ある文化的な表現が成功するの

います。あの人たちがあちらの方に住んでいるから、郊外

は、その表現が消費者の隠された需要にほかのものよりも

の方が面白いということで家賃が上がってきて、別の所への

うまく対応しているからだというのは、単純すぎる考え方で

引っ越しを余儀なくされているそうですが、非常にクラシッ

しょうか。

［PART3 ］

クな経済的、社会的な制約がアートの世界、芸術的な発明に
つながっていくというおとぎ話の世界だと思われるかもしれ

ブーイサック：そんなに単純であれば、どの会社の社長も素晴

ませんが、そのような現実があります。

らしい思いをしているはずです。彼らは科学的な力を持って、

+

+

メディア芸術の地域性

+

自分たちが毎回成功できる方法を手にすることができるか
らです。

+

ブーイサック：大変難しい点、基本的な質問を挙げていらっしゃ

近藤長官：もちろん、
予測可能性はありません。そこが問題です。

います。本当の意味で、なぜある文化の形式が広がり、ほか

ただ、過去を振り返ると、成功した者は消費者の隠された需

の国に適応したのか分からない点もあります。また、そうで

要をうまく把握したのではないでしょうか。

はない文化もあります。ただ、マーケティングの人たちに聞
くと、彼らは記号論の会議に来ていますが、私も彼らから何

ブーイサック：例えば喫煙という、非常に制限された習慣があ

か学ぼうとしています。例えば、エージェントもアーティス

ります。あるいは、ファッションのように全く機能性のない

トのようにデザイニング・キャンペーンをしますが、うまくい

習慣もあります。

くかどうか分からないと言います。そして、記号論の会議に
は100ドルぐらいしか 登録費が かかりませんが、マーケティ
ングの会議であれば 3000ドルもしてしまいます。そこで彼は
ただで何かを学ぼうとします。もちろん、私たちも彼らに何
かを教えることはできませんが、基本的な質問です。ある
文化的な形式は普及する、ある文化が普及しないのはなぜ
なのか。また、それは予測ができません。
言語の発展も同じです。言語は常に変わっています。予想
はできないし、なぜかということも合理化できません。全く
非合理的です。これは、これらの文化的政策のフォルムと関
係があるのかもしれません。また、文化の進化と関係があり
ます。全ての文化はフォルムによって侵入されています。エー
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│Why has Japanese culture（especially manga and anime）developed a worldwide audience? What universally shared qualities does it have?

│

projections and cultural evolution.

then develop it in a very professional environment,

All cultures have been invaded by forms（as opposed to

something I think is unique. Not necessarily uniquely
Japanese, just unique, although I do believe there is

agents）which

have been accepted and imitated so that

such a thing as "Japaneseness."

they have their own unique dynamic. It is extremely
difficult to understand these dynamics because they are

Through my research into the world of anime I
have found that if you ride the JR Chuo Line from

constantly changing and evolving as their populations

Shinjuku out to the suburbs of Kichijoji, Mitaka and the

intermingle with and imitate cross border cultures.
This problem of cultural evolution is a difficult one

like you will find many small towns where the people
collaboration where they support and stimulate each

memes in my paper. Memes are quasi-autonomous

others' production. It is kind of an ecology, an ecology

agents with dynamics of their own that act to transmit

of anime that happens to be located along the Chuou

ideas or beliefs from one person or group to another.

line. The area is a very special and specific place, a

What we do not understand is why memes stick in

place that if you go there you can see that it is where

people's brains and others do not. Understanding this

01 02 03 │ Q&A

meet to hangout, drink, and work in an atmosphere of

to deal with which is why I introduced the concept of

04 05 06 │ Q&A

is a challenge, but if someday someone discovers how

"it"all happens, a place like nowhere else.

it works it could become a very powerful tool.
Kondo:

You referred to context a couple of times. Do

you think these specific contexts developed because of

Kondo:

One last question: is it too simplistic to assume

that some cultural expressions succeed simply because

Prefecture, both of which are in Japan? Or do you

their creators are better at picking up the hidden

mean to say that this is very unique to Japan because

demand of consumers̶of the populous̶than others

of its long history, its climate, its people, and culture

who have failed?

07 08 09│Q&A

where they are, along the Chuo Line or in Yamaguchi

they have inherited? Do you think it is possible to
If it were that simple the CEO of all the

find similar localities in Southern France or Northern

Bouissac:

Belgium?

companies in the business would have wonderful
+

+

supernatural power that allowed them to know things

Locality of Media Geijutsu
+

+
Bouissac:

lives because it would mean they all had some sort of
which would allow them to succeed every time.

You certainly raised some very difficult yet
I do not mean that it is predictable, as it clearly is

fundamental question. I do not think we really yet

Kondo:

understand why some cultural forms spread and adapt

not. But looking back into the past, are those who have

to other cultures and why some do not. I often interact

succeeded better in sensing the consumer's hidden

with people in marketing who come to semiotics

demands or not?

meetings because they want to learn something.
But there are bad, destructive habits such as

They are concerned that we are constantly designing

Bouissac:

things that we do not know for sure will work. Many of

smoking that still are able to spread. And there are

them attend these semiotics meetings because it only

fashion habits that having nothing at all to do with

costs $100 to register versus $3,000 for a marketing

function.

conference. But even there we cannot give them any
answers to even the most fundamental question about

Berndt: It

why some cultural forms spread and why some do not.

…

is not that unpredictable, at least in retrospect

Languages constantly change and evolve in ways
that are unpredictable and irrational,with the changes

Bouissac:

In retrospect, of course, yes.

in language in turn influencing the form of cultural
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│日本文化（とりわけマンガやアニメ）が広く世界に受け入れられている理由は何か？ それらにおいて普遍的に共有されている質とは何であるのか？

ベルント：それほど予測可能性がないというわけではありませ

ん。少なくとも振り返ってみると……。

の人を引用して 説明しました。ちょっと言葉が滑ったかもし
れません。日本発のものという意味です。これはそんなに違
うということはないと思います。

ブーイサック：もちろん振り返れば分かります。
ベルント： しかし、そうしたらアメリカからのものや香港から
ベルント：ブーイサック先生、幸い既に様々な出版物が英語で

のもの、台湾からのもの、韓国からのものなどはなぜお話し

もあります。キュレーターではなく、また、日本の企業ではな

にならないのか。そういうことについてなぜ議論をされない

いところがマンガやアニメを出しました。ファンがいたので

のかということだと思います。

す。サブカルチャーの起業家によって作られたマーケットで
［PART1］
［PART2］

す。今、それを否定すると、彼らの表現の自由を否定してし

ツァールテン：台湾やその他の国の作品について話すことは正

まいます。例えば著作権の問題があり、あるいは大きな企業

当であるとは思います。つまり方法論の問題だと思います。

の利益を確保する必要があるからということを言えば、日

私は台湾のものについてほとんど知らないので、あまり語る

本のカルチャーの 一番のルーツのところに行くことになり

ことができません。リサーチもしていませんので何も語るこ

ます。マーケティングのセミナーではなく、全く違うところで

とはできません。これはある意味でメソドロジーの問題です。

始まっています。また、日本の企業はこれらの人々をサポー

非常にグローバルなサーキュレーションの問題です。お互い

トするときに関心を持っていませんでした。そこでそもそも

に非常に絡み合っている状況ですから、何らかの特定化とい

普及が突然始まりました。これについては、経済的な視点か

うことが必要です。例外的に日本発のものが今、非常に大き

らアレックスの意見を聞きたいと思います。

くなっているということ自体は問題ではありませんが、これ

［PART3 ］

は国同士の力関係も背景にあると思います。
ツァールテン：私は、どちらも非常によく耳にするような類の

説明だと思います。パトリック・マシアスはその著書の中で、
マンガとアニメがアメリカでどのように人気を博したかと
いうことを追跡調査しました。つまり、アメリカのオタクとい
う、こういったメディウムを非常に熱狂的に愛した存在があ
り、それを米国に持ち込もうとした人たちの努力があったわ
けです。しかし、これもかなり短絡的だと思います。実際のこ
とを説明するものではないと思います。大企業はもちろん、
最初はマンガとアニメを特に米国市場に持ち込むといった努
力はしませんでした。これが最も利益の上がる市場ではあり
ましたが、既に80年代初めに何らかの努力があって、小さな
出版部門を作って、マンガを普及させようと動いていたわけ
です。様々なファクターがありますから、ひとつ決定的なこ
れだというような力に結び付けることはなかなか難しいと
思います。正式な質のあるもの、あるいはいわゆる国民性に
結び付けるのは難しいと思います。何か定義をしたいと思っ
ても、それはなかなか難しい。基本的に、非常に多元的なの
です。ですから、話をしようとすると難しくなります。

ベルント：しかし、ご自身も日本のプロダクトについてお話を

されています。全てが日本の成果物やプロダクトという話で
すよね。それをトランスナショナルにおっしゃっていますが。

ツァールテン： 日本のプロダクトや作品というのは、誰かほか
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非常に面白い佳境に入ってきましたが、既に時間を過ぎて
いますので、この話は後のコーヒーブレイクで続けましょう。

│

│Why has Japanese culture（especially manga and anime）developed a worldwide audience? What universally shared qualities does it have?

Berndt:

│

But Professor Bouissac,fortunately there
But why don't you talk about products from

is already a large body of publications in English

Berndt:

about how manga and anime were not popularized

America, from Hong Kong, or from Taiwan or Korea?

by Japanese corporations and curators but by the
I think it is perfectly legitimate to talk about

fans over there. It is a grass roots market, built from

Zahlten:

below by sub-cultural entrepreneurs. If we deny

products from Taiwan or elsewhere. I have very little

them the freedom to express themselves because of

to say about products from Taiwan because I have not
researched the subject and know very little about it. We
could discuss this in a different context, as a question

Japanese culture. For me it is not about marketing

of methodology having to do with the complexities

seminars; this started somewhere completely else.

of global trade, the interwoven flow of products and

This cultural dissemination happened in the first place

practices, and things like that. If you want to talk about

because Japanese corporations were not interested in

a certain context, that is a question of methodology.

supporting these people. Does Alex have something to

We need to have some degree of specialization
which there currently is to an exceptionally large

04 05 06 │ Q&A

add say from an economic perspective?

01 02 03 │ Q&A

copyright issue̶because corporate interests come
first̶then we will be attacking the very roots of

degree in products from Japan. But that is a problem
Zahlten:

Both of those explanations are heard fairly

often. There is a book by Patrick Macias about how
manga and anime became popular in the US in which

in itself, a problem again having to with power
relationships.
Although I think this discussion is becoming very
interesting, I am afraid we are already over our allotted

and their persistence in bringing and introducing it to

time. We can continue this discussion during the coffee

the US ̶ what he calls "the passion of the American

break.

07 08 09│Q&A

he traces American's love for this kind of medium

Otaku." However,I think that is a very simplistic
explanation of what happened. There were many large
companies that were highly interested in bringing
manga and anime to the US market because that is
usually seen as the most profitable one. By the early
1980s there were already attempts at setting up small
publishing subsidiaries to promote manga overseas.
These are many different factors involved in this and I
think it is impossible to explain it by reducing it to one
defining moment or instance that can be found in the
texts, in the formal qualities or in some sort of national
character. It is so multi-factorial that any discussion of
it becomes difficult, although you do have to discuss it.
Berndt:

But you talk about Japanese products and

based your research on Japanese products that were
globalized.
Zahlten:

If I said "Japanese products"I was either talking

about someone else's position or it was a slip of my
tongue. I mean to speak about products from Japan. I
think there is a difference.
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│「メディア芸術」を、西洋近代的な「 芸術」モデルを越える新たな文化概念として考えることは可能か？

│

メディアアートにおける情報─素材、媒体および環境
─

ピョートル・クラェフスキ

07

［PART1］

私の主なテーマは現代美術、特にオーディオビジュアルアートで

けるコミュニケーションというメタファーに対して、個人がどのよう

すが、これはニューテクノロジーを使ってアートとポピュラーカル

に運転し、自由に方向を変え、場合によってはテレビの画像などを捕

チャーを変えてきただけではなく、日常生活、そしてグローバルな

まえて、また凍らせることができるかという主なメッセージを発信

社会的なプロセスともはや不可分な存在となっています。本日は、

しています。

［PART2］

客観的な研究者や美術史家のような全体の評価をするという立場で
はなく、あくまでも20 年以上にわたって、ポーランドのブラスワフで

次は、
ミロスワフ・バウカという偉大なポーランドの作家です［fig.2］。

開催されているビエンナーレを育ててきたキュレーターの観点から

これはベネディクト教皇がアウシュビッツというユダヤ人の強制収容

お話ししたいと思います。

所を訪問したときのテレビ放送からのものです。このときに大々的

［PART3 ］

この20 年間、私は日本のアーティストとその作品からメディアアー

に取り上げられていた全放送の内容から20 のフレームだけを使い

トの持っている可能性に関する大きな影響を受けてきました。
です

ました。ボディガードがゆっくりとアウシュビッツという死のキャンプ

から、具体的な作品について話をしますが、私としては、もっと広範

の中で動いていくさまを、凍りついているかのようなイメージで見せ

な問題、特に今日の現代美術において「情報」が重要な素材となって

ています。スチルとして、これを沈黙とともに見ていくことで、定義

いるばかりか、根本的とすら言えるような状況になっているという

されていない、不安を抱かせるような意味の層が出てきます。

ことについて考えていきたいと思います。
「情報」
というのは、単な
るマテリアルではなく、同時にコンテクストでもあります。これはアー

次は、スポーツによって突き動かされていく感情をかき立て、

ト作品が成長し、発展していくことができる環境でもあります。そし

想起させていく作品です［fig.3］。これは DIGISTA 展覧会として 2003

て、これはメディウムとしても機能し得るものです。

年に開催したものです。メディアアートというのはしばしばマスの文
化、大衆の中の文化のイメージを使い、それに対して様々な形で考え

最初に、グローバルなアーティストについて話をします。韓国で生

を繰り広げています。真島理一郎のこの作品は、
「 スキージャンプ・

まれ、日本とヨーロッパで教育を受け、東洋と西洋の体験と影響を

ペア」
というタイトルが付いていますが、ユーモアを持ってスポーツ

組み合わせたナム・ジュン・パイクです［fig.1］。

に関係する感情と、われわれの持っている各国民性に対してのステ

Exposition of Music,Electronic Television という1963 年の展覧

レオタイプの切り口を見せています。滑稽で、リアリスティックなこ

会で、テレビが初めて、ただ情報を受ける装置から、参加型のテレ

のような作品の影響は、私たちが本物のスポーツ放送を見ているこ

ビへと変身しました。これは参加者がライブの情報のフローに対し
て、いろいろ加工することができるようなものになっています。パ
イクは、
「電波を使って絵を描くことができる」と言っています。そ
れまでの社会的なコミュニケーションメディアに対してアーティス
トの実験が始まったものです。
テレビ放送の画像も音だけでなく、意味も目的も、ただ完成され
たものを受け止めるだけではないものになりました。送信され、放
送されている全てのものが常に加工され、手直しされ、また作り替
えられて新しい構想ということで生まれ変わっていくことになりま
した。パイクの後期のこの作品は、オートバイに乗っているライダー
を構成しているモニターを通じて、テレビの信号からの情報のスト
リームが常に加工され、また、方向性を変えられ、作り替えられ、そ
してフレーミングされ直すのが分かります。常に電子ハイウェイにお
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［fig.1］DRIVING

MEDIA Nam June
Paik: Route 66（installation,1994）
exhibition at the WRO Art Center,
2008

│ Is it possible to see Media Geijutsu as a new cultural concept that goes beyond the bounds of Western modern "art"?

Information in Media Art as Material, Medium and
Environment
─
Piotr Krajewski

│

07

My field is contemporary art, in particular audiovisual art that

can（could）paint with electronic waves." Electronics and

employs new technologies that have not only changed art

information had become material that could be processed

and popular culture, but that have also become inseparable

and transformed.
From this point of view,no longer were the images and

from daily life and global social processes. I want to make

sounds of TV broadcasts,nor their meanings and aims,

assessments from the perspective of an objective researcher

finished products intended only for passive viewing. Every
aspect of transmission became material that could be
continually modified and reworked into new and different

Poland's International Media Art Biennale.

audiovisual structures.The installation we are looking at here

During these two decades, an important influence on my

is called Route 66,one of Paik's later works from 1994.On the

appreciation of the possibilities of Media Art has been my

monitor that forms the motorcycle rider you can see how the

contact with Japanese artists and their work. So,even though

stream of information that originated from television signals

I am going to talk about some specific works, I also want to

is continually modified,redirected,reformed,and reframed.
Paik was constantly loyal to the metaphor of communication
as an electronic highway which individuals could drive on,

in contemporary art–maybe even the most fundamental

freely changing directions as they entered new landscapes.

only as material but also as context, and in environments in

─
［fig.2］FROZEN

TV FLOW

which works of art grow and develop, it can even function as a

The artistic strategy that I want to illustrate with my next

medium.

example is based not so much on riding the data flow, but

─
［fig.1］DRIVING

07 08 09│Q&A

touch upon some broader issues, especiall y issues related to
the way information has become an important raw material
material.From my perspective, information can be used not

04 05 06 │ Q&A

or art historian. Rather, I am speaking from the point of view
of a curator who has spent over 20 years developing Wroclaw,

01 02 03 │ Q&A

it clear right from the start that I am not going to make

rather on attempting to capture or even to stop it. Because
MEDIA

TV carries so much information, reducing, capturing, or

I am going to start with an American, or rather global artist,

arresting TV images can be a powerful tool for gaining insight

born in Korea, and educated in Japan and Europe, who

into the message being transmitted. This is what we see

combines eastern and western experience and influences.

in "Audi HBE," a work by the great Polish artist Miroslaw

He is of course Nam June Paik. It was at an exhibition called

Balka. It is composed of still images taken from television

Exposition of Music,Electronic Television in 1963 that a TV

broadcasts of Pope Benedict's visit to the site of the Nazi

set was transformed the first time, from a device that only

death camp at Auschwitz.The artist used only 20 frames

received information into an instrument that let participants

that he captured from the massive coverage of this visit that

make modifications to the live flow of information. It was the

show frozen images of the Pope's Audi and his formation of

start of a new era where artists began to experiment with a

bodyguards as they slowly make their way through the death

variety of social communication media. As Paik said, "we

camp. Viewed as a series of silent stills, the images take on
unexpected, undefined, and unsettling layers of meanings.
─

TV FLOW：
Mirosław Bałka, Audi HBE
F114,（slide show, 2008）
exhibition at the WRO Art
Center, 2008

［fig.2］FROZEN

［fig.3］EVOKING

SPORTS-DRIVEN EMOTIONS

This is a work from the DIGISTA Exhibition which we held in
Wroclaw in 2003. Media Art often deals with images of mass
culture and reflections of them take many different forms.
The absolutely realistic effect of the piece Ski Jumping Pairs
is due to Riichiro Mashima's unpretentious animation that
takes a humorous approach to sports-related emotions and
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との結果として出てきます。

│

手で触れるという触覚の体験を共有することによって、
フォルムに
対して命を吹き込み、動きを与えていくという作品はまだあります

次はゲームボーイを使ったパフォーマンスを紹介します［fig.4］。ゲー

［fig.8］
。
これは 3人の若手のポーランド作家のものですが、高橋の作品

ムボーイというのはご存知のように日本生まれのポケットサイズの

に似ています。これは観客のインタラクションによって動く映像を作

コンピュータゲームのためのコンソールです。

ることができます。触れるということが鍵になっていて、
様々な異なっ

Gameboyzz Orchestra Project というのは、われわれ WRO 財団

た物質やオブジェクトに触れたり、水や水蒸気に触れたりするという

が 2001–2005 年にかけてキュレーションしたもので、ゲームをし、

ことがインタラクティブな映像作品の基になっています。同時に、即

また楽器を「プレーする」ことに同じ意味を持たせています。そして、

興的な、
自発的なこの作品は、
全ての年代層にとって非常に魅力的で、

ゲームボーイのコンソールは人のプレーする手によって洗練された

興味を引きつけてやまないものになっています。ご覧いただけるよ

オーディオビジュアル装置へと変身します。音だけでなく、映像も生

うに、皆さん非常に深く引き込まれています。

み出し、これがまた構造的に音楽と結び付いているということで、
［PART1］

ゲームをプレーすることと音楽をプレーするということが重なっ

数学／数字に基づいて生成されるイメージとして、日本の阿部好

てきます。このコンサートは、初期のローテクコンピュータゲーム

。情報をどのように変身させていくことが
志の作品があります［fig.9］

を思い出させるものになっています。

できるのかという新しい方法が出てきていますが、この驚くべきグ
ラフィックスは90年代の初期という、ジェネレイティブアートワーク

［PART2］

ニュービジュアルミュージックともいうべきものが、岩井俊雄の

のごく黎明期の例で、作家がオリジナルで描いたコーディングソフ

。前の作
インスタレーション「 Piano-As Image Media 」です［fig.5］

トウエアの抽象的なプログラム活動を通じて生み出されているも

品と同じように音楽の領域に関わるものですが、1995 年に初めて

のです。ここにおいては、
ビジュアルな調和が取れている状況の深く

紹介され、グローバルなマルチメディアアートの発展に非常に大き

根底にある数学的な基盤に対しての作家の洞察を示しています。

［PART3 ］

な貢献を果たしてきました。これは「データ」が視覚的、オーディオ
的な情報を絡み合わされ、それが私たちの認識や不可思議で奇妙な
感情に働きかけます。

というネット上で生成さ
次はパヴェウ・ヤニツキの『 Ping Melody』
れる作品です［fig.10］。これはデータフローの形を変えながら、ネット
ベースプロシージャーによって生み出されている音楽です。やはり

。これは作曲
次はカプシンスキの「 Where is Chopin 」です［fig.6］

アーティストが 独自に作ったソフトウエアに基づいている作品です

家のフレデリック・ショパンのロマン派の音楽がベースになってい
ます。岩井作品から15 年たっても、ピアノは依然として非常に魅力
的なマルチメディアのツールであり、インスツルメントでした。カプ
シンスキー自身はピアノの名士であり、彼は個々の聴衆のために、
東京を含む世界の12の都市でショパンを演奏しました。ショパンが
実際に演奏を行ったことがなかった都市を選んだのです。聞き手の
表情は、音楽を体験する間に撮影され、最終的にはマルチスクリー

［fig.3］CREATING

SPORT
DRIVEN EMOTIONS:
Riichiro Mashima: Ski
Jumping Pairs（video,
2002）Digital Japan-a
DIGISTA exhibition,
Wroclaw, 2003

ンのビデオフレスコとして演奏されているピアノの鍵盤に対応する
ように映写されています。ここではミディプロトコルがビジュアルな
サイドのクリエイションにかかわっています。

Audio-Visual Interaction を通じて、フォルムに対して命を吹き
込んでいく次の作品は高橋圭子の非常に美しいインスタレーショ
ンであり、
マルチメディアアートとアニメーションの中に新しい可能

［fig.4 ］PLAYING

BY
GAMING：The Gameboyzz
Orchestra Project, Poland

（audivisual concert for

six GameBoy Consoles）

performance at the WRO
Biennale 2005

。イメージと音のレイヤーを結び付けた、
性を見出しています［fig.7 ］
「 Rakugaki」というこの作品で、観客はおもちゃの楽器を演奏し、
アニメ化されている落書きのようなものを、このスクリーンの中で
生み出していきます。いわばオーディオビジュアルな落書きですが、
これがコラボレーションによって構成されているランドスケープと
なっています。最終的に生まれてくるものは、コラボレーションに基
づいたインタラクション、そして音とイメージとの間のコラボレー
ションに根ざしたものです。
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［fig.5］INTACTIVE

CROSOVER-NEW VISUAL
MUSIC: Toshio Iwai:
Piano - As Image Media
（interactive installation,

1995）
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│

national stereotypes as well as of our own conditioning as

show you is this fantastic installation by Toshio Iwai, Piano-

viewers of real sport broadcasters.

As Image Media, a work that was first shown in 1995 and

─

which contributed immensely to the development of global

［fig.4］PLAYING

BY GAMING.

multimedia art. The data takes the form of intertwining

Something similar happens when art refers to games. A

visual and audio information that plays on our perceptions and

Game Boy is, of course, a pocket sized computer game

the quaint idea that images do not turn into sounds and that

console from Japan. The Gameboyzz Orchestra Project, a

visual form cannot be created with a musical instrument.

project WRO curated from 2001 to 2005, makes playing
games and instruments ironically synonymous. In the hands
of six players, the Game Boy consoles were turned into

─
［fig.6］INTERACTIVE

CROSSOVER - NEW VISUAL MUSIC-2

This Jaroslaw Kapuscinski work made last year, Where is
Chopin,is based on Frederic Chopin's romantic music. To

sounds but also moving images that were structurally linked

make the piece,Kapuscinski,an excellent pianist, gave

to the music̶moving images that are linked. This concept

recitals of Chopin's music in twelve cities around the world,

allowed us to see the animated forms reminiscent of the

including Tokyo,a city where Chopin's music is very popular

styles of early,low-tech computer games.

although Chopin never performed. The faces of audience

─

members were filmed as they listened to the music and then
CROSSOVER - NEW VISUAL MUSIC

Continuing with more musical themes, the next piece I will

the images were displayed in a multi-screen video fresco

04 05 06 │ Q&A

［fig.5 ］INTERACTIVE

01 02 03 │ Q&A

sophisticated audiovisual devices that generated not just

that responds to the piano keys as they are played,the visual
creation controlled by MIDI protocols.
─

［fig.6］INTACTIVE

［fig.7］ANIMATING FORMS THROH AUDIO-VISUAL

INTERACTION
07 08 09│Q&A

CROSOVER-NEW VISUAL
MUSIC：Jaroslaw
' '
Kapuscinski:
Where Is
Chopin?（composition

This beautiful installation by Japanese artist Keiko Takahashi
is another work that finds new potential in multimedia

for Disclavier and video

art and animation by linking layers of image and sound.

projection, 2010）

In Rakugaki,viewers playing toy instruments create what
we might call "animated graffiti" on their screens while

［fig.7］ANIMATE

BY AUDIOVISUAL INTERACTION
Keiko Takahashi,
Rakugaki（interactive
installation, 2004）exhibition
at the WRO Biennale 2005

their audiovisual doodles form collaborative landscapes,
an example of animation being a result of collaborative
interactions between sound and image.
─
［fig.8］ANIMATING

FORMS BY SHARING A TACTILE

EXPERIENCE
This interactive installation by three young Polish artists
has a feel similar to that of Takahashi's work in that viewers
［fig.8 ］ANIMATE

BY
SHARING A HAPTIC
EXPRESSION Patrycja
Mastej & Dominika
Sobolewska & Pawel
Janicki: Textures
installation from the WRO
Interactive Playground,
2008

create animation by playing with other viewers, here using
touch to animate the work.Touching the textures of various
objects and substances like water or steam is an interesting
method of way to create interactive animation,a fascinating
way to trigger spontaneous communication among viewers of
all ages, and a good way to get deeply involved in the piece.
─
［fig.9］IMAGES

［fig.9］IMAGES

GENERATED BY MATH
BASED PROCESSING
Yoshiyuki Abe, computer
graphics（1991-97 ）WRO
Biennale 1997

GENERATED BY MATH-BASED PROCESSING

Yoshiyuki Abe is another Japanese artist whose work
exemplifies new ways of transforming information. Made
in the early 1990s, these amazing graphics are examples of
generative artwork, created not by working with the shapes
on the screen, but through abstract programming activity
using Abe's own mathematical equations original coding
software, the product of the artist's deep understanding of
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が、インターネットとそのプロセスを楽器として使うことができると

されたとは限られないようなさまざまデバイスを使い、新しいア

いう例です。ここでは、アコースティックの楽器の音がデジタルにグ

プローチを生み出していき、新しい形のクリエーティビティを作っ

ラニュール化され、また、
様々なウェブサイトからはね返ってきます。

ていき、厳密にメディア芸術を作っていくようになってきています。

これによって信号がひずみ、また希薄化していき、それがサイバース

同時に、
今日のエレクトロニックメディアはパイクが持っていた電波

ペースを通じて、様々なルートを通じてまた戻ってきて、電子音楽と

を使って絵を描いていくような表現をさらに広範なものにしてきて

して再び組み合わされていきます。
『 Ping Melody 』は本能的なアプ

います。これはオーディオビジュアルなアート作品、デジタルコード

ローチをとりながら、インターネットが持っているグローバルな情報

ということだけでなく、複雑で多様なコミュニケーションの方にも

のやりとりの複雑さに対する視点に美的な次元を与えていきます。

関係してきています。
アーティストたちが、
このようなデジタルメディ
アにおける方向性を具現化してきていることは、インターメディア

［PART1］
［PART2］

最後に、魅力的な作品を 2 点紹介したいと思います。まずは卓越

性と、インタラクティブ性と行動のモビリティとマルチパフォーム

した日本の映像作家で、ビデオアーティスト飯村隆彦の作品です

性を厳密に追求したクリエイティビティの全てではないでしょうか。

［ fig.11］
。これはアーティストのすぐ近くにある物理的、身体的な空

「メディアアート」や「メディア 芸術 」を理解していくために、本

間が CCV のカメラやモニターといったメディア次元に落とし込まれ

日のこのような試みは極めて重要で、決定的な意味合いを持ってい

ています。既に入力されている異なるリソースを同じ空間の中に出

るかと思います。ニューメディアは新しいマテリアル、新しいツール、

現させるものになっています。極めて個人的な体験であり、同時に

新しいチャンネルをコミュニケーションのために与えられただけで

客観的なものとしてアーティストのイメージと身体言語がメディアの

なく、アートを変え、同時にアートがわれわれに対していかに影響を

表象の言語へと翻訳されていくことを実感させられます。

与えるのかという人類学的なモデルをも変身させてきたからです。

ふたつ目はネットコミュニティのリアルタイムフィードバックで
［PART3 ］

という作品は、パフォーマンスアー
す。
「Performance on Demand」
ティストとしてポーランドで非常に高名なアンナ・プロトニツカ
と、先ほどご紹介した多くの才能に恵まれているソフトウエアアー
ティストのパヴェウ・ヤニツキとのコラボレーションです［fig.12］。
これもクロスサーキットTVを使ったものですが、同時にグローバル
なネットワークにもなっています。2001 年における、インターネット
が瞬時に二方向の情報交換をグローバルスケールで行っていく例
のひとつになっています。単にインターネットを使ってテレビ画像
を送信していくということではなく、ギャラリーパフォーマンスを
世界各地にいる観客たちがインターネットで鑑賞することが可能に
なっています。コンピュータモニターは、ただギャラリーで何が起き
ているのかを見せるだけではなく、能動的なマトリックスとして観客
たちが次に何をしてほしいのか、アーティストに伝えることができる
ようなものになっていました。この場合のフィードバックは、
テクノロ
ジーと社会の両方の側面にわたっています。というのも、観客のコ
ミュニティは自分たちの決定がパフォーマンスを行っているパフォー
マーの行動の中で映し出されるのを見ることができるからです。

このように日本の作家の作品は、今まで WRO ビエンナーレだけ
ではなく、ヨーロッパでも非常に高く評価され、温かく迎えられて

［fig.10］RESCHAPING

DATA FLOW MUSIC
GENERATED BY NET
BASED PROCEDURES
Pawel Janicki: Ping
Melody performance
VIPER Media Festival,
Basel 2004
［fig.11］REAL

TIME CLOSED
CIRCUIT VIDEO Taka
Iimura: As I See You You
See Me
performance at WRO
Biennale 1990

きています。観客だけではなく、アーティストからも高く評価されて
いますが、アートとニューテクノロジーを優雅に、そして楽々と組み
合わせることが日本のアーティストの特徴ではないでしょうか。さら
にメディアアートの中において決定的に重要な新しいトレンドと同
じく、クリエイティビティとコミュニケーションと情報が現代の「メ
ディア 芸術 」の領域の中において絡み合っているのではないかと
思っています。
今、アーティストたちは、本来はアートの目的のためにデザイン
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［fig.12］NET

COMMUNITY
REAL TIME FEEDBACK
Anna Plotnicka & Pawel
Janicki: Performance
on Demand netperformance at the WRO
Biennale 2001
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the underlying mathematical foundations of visual harmony.
─

│

The works of Japanese artists have always been very
well received by the public and by other artists at Poland's

［fig.10］RESCHAPING

THE DATA FLOW: MUSIC GENERATED BY

WRO Biennale, as well as throughout Europe in general. I

NET-BASED PROCEDURES

think this is because of a kind of easy grace they have that

This is Pawel Janicki's net-based performance, Ping Melody,

combines art with new technology, something that has been

another work made using the artist's own software. In this

inspirational for artistic development in Poland and globally.

performance we can see how the Internet and its processes

In my presentation I have tried to use works that have
meaning to me while being characteristic of crucial new

instruments are digitally broken apart and bounced off other

trends in Media Art.My aim was to use examples that showed

web sites, distorting and diffusing the signals as they make

some of the many ways in which creativity, communication,

their way through cyberspace before being reassembled as

and information intertwine in the field of the contemporary

electronic accompaniments into the electronic music we are

Media Geijutsu. I wanted to demonstrate how artists can adopt

hearing here. Ping Melody takes an intuitive approach to the

devices and processes not necessarily intended to be used

enormous complexity of the Internet as it adds an esthetic

for art and can use them to develop new approaches and new

dimension of the global exchange of information.

forms of creativity in the artistic sense of Media Geijutsu.

─

Since the time Nam June Paik's Painting with Electronic
CLOSED-CIRCUIT VIDEO

Waves which I mentioned at the beginning premiered the
realm of electronic media has become much broader. Digital

is Taka Iimura, so Taka Iimura is an outstanding Japanese

code functioning as the raw material for art can carry all

filmmaker and a video artist. The performance we are

aspects of audiovisual works as well as complex and diverse

watching took place in space in which the artist's immediate

forms of communication.

physical and simultaneously transpose into a media

07 08 09│Q&A

I want to finish with two fascinating performances. First

04 05 06 │ Q&A

［fig.11］REAL-TIME

01 02 03 │ Q&A

can be used as a musical instrument. The sound of acoustic

The artists I showed here today exemplify how

dimension by close circuit cameras and monitors. This

developments in digital media have added intermediality,

creates an intense experience of sensory feedback involving

interactivity, structural mobility, and multi-platformity to

several different sources of input in the same time. It is

the arsenal of artistic creativity. This kind of experiment is

deeply personal experience and in the same time clearly

crucial for understanding the field of Media Geijutsu today.

objective one to witness the artist and his image in the same

Media Art has provided artists with new materials, new tools,

time as his body language is translated into the language of

and new channels for communication. They have changed not

media representation. So this is performance from Wroclaw

only art but also the anthropological models for the ways art

from over 20 years.

affected us.

─
［fig.12］NET

COMMUNITY REAL-TIME FEEDBACK

Performance on Demand was a collaboration between Anna
Plotnicka, a performance artist well known in Poland, and
Pawel Janicki, the multitalented software artist I mentioned
earlier. Made in 2001, this was another example of a closed
circuit performance and one of the first to use the Internet
for instantaneous two-way information exchange on global
scale. The artist performed in the gallery while the audience
watched, scattered around the world, watched her on the
Internet. Their（the audience's）computer monitors were used
not only to display what was happening in the gallery but also
as an active matrix for viewers to communicate to the artist
what they wanted her to do next. In this case, the feedback
is both technological and social because the community of
viewers can see its own decisions reflected in the actions of
the performer making this is much more than just television
images transmitted over the Internet.
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メディアアーツの対象
─

グナラン・ナダラヤン

［PART1］

この講演では、メディアアーツの「対象 object 」とは何かという
テーマでお話ししたいと思います。歴史の中で、
また現代文化の中で、

│

には一見無関係にすら思えるようなディスコースと実践の中に答え
を求めます。

メディアアーツとは何かということをある時は明確に示し、ある時
は複雑にする、様々な「対象 objects 」を探りつつ話を進めることに

［PART2］

します。

次に、メディアアートの対象（media art objects）の歴史（いささか込み
入った歴史になりますが ）を紹介したいと思います。そのために、互い

に関連性を有する様々な対象 objects と経験を提示することにしま

［PART3 ］

メディアアーツの対象 objects に関しては今日多くの議論があり

す。これらの対象 objects と経験は、それらが現代において持つ

ます。そこでよく前提とされるのは、本来的な対象（original object）と

意味に影響を与えるような方法で歴史的に関連し合ってきたもの

いったものがまずあり、それが時間の経過につれて、技術革新、創

です。この試みの中で、私は特に次のような 3 種類の経験をもたら

造的な操作、使用上・効率上の改良を経て現代の文化の中で今ある

す対象同士の関係に注目します。

（Ur形に進化してきたというものです。私はこの考え方を
「原─対象

object）」あるいは「本来的対象（original object）」の神話と呼んでおり、

a）宗教的なもの：精神世界との結びつきを与えてくれる、精神

講演の中では、この神話に異議を唱えていこうと思います。その代

世界へ影響を及ぼす力を与えてくれる（少なくとも与えると主張し

わりに提起したい考え方があります。それは、長年の技術の進歩に

ている）
対象 objects

伴ってゆっくりと変化していく「本来」の対象（original object）という
ものは存在せず、現代のいかなるメディア的対象（media object）につ
いても、互いに異質だが関連性をもつ対象 objects の集合的配置が
あり、この配置がメディア的対象に特徴と影響を与えている、とい

b）科学的／哲学的なもの：自己とその世界に対する瞑想的・

思索的な関係を助長してくれる対象 objects
c）娯楽的なもの：それに関与する人々の快楽と興奮を誘うことに

焦点を当てた対象 objects

うものです。この歴史的かつ概念的な分析方法は、
ミシェル・フーコー
の系譜学的方法に由来します。ある物が歴史の中で持つ意味は、歴

上記のそれぞれについて、いくつかの対象 objects とそれに関

史的説明においては固定的で不変であるとして語られることもあり

連する経験を具体的に取り上げ、これらと、私たちが現在メディア

ますが、フーコーにとってはそうではありません。系譜学的方法で

アートの対象（media art objects）であると認識しているものとの間に

はむしろ対照的に、そういった先入観から離れ「 歴史に耳を傾ける 」

ある概念上・技術上の連続性を示すことにします。異なった対象に

ことに徹します。こうして歴史学者は、物事の背後に永遠の本質な

よってもたらされる経験は一見異なってはいるものの、現代におけ

どないこと、物事には「 本質はない。または、仮に本質があるとして

るメディアアートの対象（media art objects）とアーティストは、メディ

も、
それは異質の形をとるものから断片的に捏造されたものである」

アアーツ特有の美的経験を発展させることで、これらの経験の一部

ことを発見するのです。フーコーはまた、系譜学は予め定められた

または全てを実現していることになるのです。

筋書きや目的とは無関係に、
出来事の特異性を記録することができ、
かつ記録しようと試みる、と論じています。

メディアアートと技術の歴史を解釈するために系譜学的方法を用
いることが重要である大きな理由は、この方法が、技術的な対象を
理解しようとする際に、その実用性や道具としての合理性をひとま
ず保留しておくという点にあります。系譜学的方法では、既定の解
釈における「 本来的な 」用途という固定観念から離れ、その代わり
に、特定の技術的な対象 object や経験を形作っている、散在し、時
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The Object of Media Arts
─
Gunalan Nadarajan

histories of media art objects by pointing to a variety of

of media arts through an exploration of a variety of objects

related objects and experiences that have been historically

that sometimes illustrate and sometimes complicate what

associated with them in ways that affect their contemporary

we understand by media arts in history and contemporary

meanings. In this effort I am going to specifically look at the

culture.

relationship between objects that mediate three kinds of

01 02 03 │ Q&A

This talk will address the question of what is the object'

experiences –
A key assumption in many contemporary discussions of
the objects of media arts is that there is an original object

a）religious

– specifically objects that provide, or at

least claim to provide, a connection to and an ability to

innovation, creative manipulation and refinement of its use

affect a spiritual realm;

and efficiency to become what it is in contemporary culture.

b）scientific

/ philosophical – objects that encourage a

contemplative and speculative relationship to oneself

object' and I would like to challenge this assumption in this

and one's world;

object that slowly changes in technological sophistication

c）entertainment

07 08 09│Q&A

This is what I call the myth of the Ur-object' or original
talk. I would like to propose instead that there is no original'

04 05 06 │ Q&A

that over a period of time evolves through technological

– objects that are focused on eliciting

pleasure and excitement in those who interact with it.

over a period of time but for any contemporary media object
there is a constellation of different but related objects that

I will highlight several objects and related experiences for

informs and affects it. This form of historical and conceptual

each of these and show the conceptual and technological

analysis is derived from Michel Foucault's genealogical

continuities between them and those that we currently

method. For Foucault, the meaning of a thing in history is

conceive as media art objects. My argument here is that even

not fixed and unchanging as it is sometimes presented in

though these are seemingly different experiences mediated

historical accounts. The genealogical method in contrast

by distinct objects, contemporary media art objects and

turns away from such preconceptions and "listens to history";

artists embody some or all of these experiences in some

leading the historian to the discovery that there is no eternal

form in developing an aesthetic experience peculiar to media

essence behind things; that things "have no essence or that

arts.

their essence was fabricated in a piecemeal fashion from
alien forms." Foucault also argues that genealogy is able
and attempts to record events in their singularity without
reference to some predetermined design or purpose.
The primary value of the genealogical method in interpreting
histories of media art and technologies is in its suspension
of utility or instrumental rationale of a technological object
when trying to understand it. The genealogical method
forgoes the notion of original' utility in predetermining
interpretation but instead seeks out the dispersed and
sometimes even seemingly unrelated discourses and
practices that constitute a particular technological object /
experience.
I would like to present the perhaps more complicated
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「メディア芸術」としてのマンガ
─

ジャクリーヌ・ベルント

［PART1］

文化庁メディア芸術祭では、
現代のメディア・アート、
ゲーム、アニメ、

過去に関する問題だけではなく、現在に関しても、先端技術とマン

［PART2］

そしてマンガが一堂に会します。
しかし、マンガは、
「メディア芸術 」

ガとの関係に対する疑問が浮かびます。マンガは、程度の差こそあ

における「メディア」という概念にも「芸術」という概念にも当ては

れ相変わらずデジタル時代以前の表現であり、かろうじてグーテン

まりません。このことは、毎年開かれる展覧会を一見しただけで明

ベルクの銀河系（印刷技術の時代）と情報技術時代との《間に 》位置し

らかです。つまり、
そこでマンガは、最も地味で、最も人目を引かず、

ています。確かに、コンピュータを使うマンガ家が増え、メディア芸

当然ながら、最も展示が難しい部門であるわけです。

術祭にもウェブ・コミックが登場しつつあります。
しかし、
デジタル技
術がマンガの表現や文法に革命的変化を起こすまでには至ってい

最初に「メディア」の側面を取り上げ、次に「芸術」に話を進めたい
と思います。
［PART3 ］

日本では、
「メディア」を《技術》として理解する人が多いようです。

ないと言っても差し支えないでしょう。デジタル技術は、主に、創作、
流通、消費の確立された方法に対する効率的なツールとしての役割
を果たしてきました。メディア芸術祭賞を受賞したマンガの大半が

しかし、このような理解は、
マンガを「メディア芸術」の分類に含める

マンガ週刊誌、月刊誌への連
紙ベースの単行本─ 正確に云えば、

ことを正当化するのにはあまり役立ちません。振り返ると、例えば、

載作品を再印刷したもの─ であるという事実そのものが、マンガ

技術改革が近代マンガの勃興の大きな要因だったかどうかという問

が変化を受け入れにくいということ示唆しています。しかし、印刷物

題は、大きな議論の余地があります。もちろん、技術の役割を強調す

のこの優位性は、日本のマンガ読者の現況とも合致しています。日

るマンガ史家もいます。アメリカのコミックについていえば、4 色印

本では、コンピュータが韓国ほどの役割を果たしていません。また、

刷の成功、すなわち、黄色の使用を可能にした発明から、世界初と

日本人以外のマンガファンによる受容、例えばスキャンレーション

されるアウトコールトのコミック『イエローキッド 』が 生まれたとい

（マンガをスキャンして翻訳すること）においても、コンピュータの活用は

うのが通説になっています。日本のマンガ についていえば、近代以

日本よりも流行っているのです。

前の絵巻とマンガの連続性を否定する人たちは、木版技術と古来の
草紙形態が西洋のオフセット印刷と洋本式の製本に代わることでマ

1990 年代後半から、マンガは世界中の若者から、卓越して素晴ら

ンガが生まれたと主張します。しかし、
写真や映画とは対照的に、コ

（媒体）
」
として歓迎されてきました。その大きな魅力は、
しい「メディア

ミック全般、とりわけマンガは、近代よりはるか以前に存在してい

様々なレベルで（読者の）参与・参加を促すことにあります。

た美術の技法と制作の技術を拠り所とすることができました。加え

+ 長編連載ものやそれによるファン・サービス、さらにメディア・
ミッ

1970年代半ば以降の同人誌文化の特殊な発展を新しい
ていうなら、

クスによって促進されるキャラクターへの感情移入と物語の世

複製技術（コピー機やビデオレコーダー等）の進歩だけで説明することは

界への没入を挙げられます。

できないはずです。
「メディア」を《 文化的 》に理解する方がマンガ
にとってふさわしいと思われますが、これは、
「日本的なもの」とい
う意味での《文化》ではなく、歴史的に異なる種類の視覚物語を通じ

+ それに加え、好きなキャラクターを描き移したり、ファン・アー
トを創作したりする実践 。

+ さらに、オンラインを中心に解釈共同体を形成し、また、カーニ

て人々が自分の生活と世界をどう意味付けるかに関係しています。

バルの「クール」版のような機能を果たしていると思われるコス

メディアとしてのマンガとは、必ずしも近年のメディアミックス等に

プレなどをするためにリアル・ライフでも会うといった参与・参

よって疑問に晒されてきた特殊な自律した表現メディアとしてのマ

加のレベルが存在しています。

ンガを指すわけではありません。マンガが「ポスト・メディウム」へと
変わりつつあるということは、メディア／メディウムとしての主な機

マンガ・ファンは、個々の作品を批評な距離を置いて分析するの

能─つまり、関係性、経験を媒体とする機能を強化する動向のひ

ではなく、自分の好きなものを《 共有》するというかたちで扱おうと

とつだといえるでしょう。

します。例えば、マンガのキャラクターの《 カワイイ》という質は、こ
の共有的ファン活動の徴候であり、仲介者でもあります。また、ファ
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Manga as "Media Geijutsu"
─
Jaqueline Berndt

The Media Arts Festival（media geijutsu sai）brings together

between the Gutenberg galaxy and the information age.

contemporary media art and games, animated films and

Admittedly, manga artists do increasingly employ computers,

comics, but the latter̶manga ̶does not really fit in, neither

and Web comics are making their appearance at the Media
Arts Festival. But it is probably safe to say that digital

notion of "geijutsu"（Jap.: art）. This can be infered, at first

technology has not yet revolutionized manga's stylistics or

glance, from the annual exhibitions: the manga section is the

grammar. So far, it has mainly served as an efficient tool for

most quiet, the least spectacular, and, apparently, the most

established forms of creation, circulation and consumption.

difficult to display.

The very fact that the majority of award-winning manga at

01 02 03 │ Q&A

in regard to the implied notion of "media" nor the underlying

I shall begin with the "media" aspect, before turning to
"geijutsu".
Most people in Japan prefer a technological understanding

04 05 06 │ Q&A

the Media Arts Festival are paper-based tankôbon books–
or more precisely, reprints of series which were first
published in weekly or monthly manga magazines–may be
proof enough for manga's reluctance to embrace change.
But this primacy of printed matter is in accord with present

legitimate the inclusion of manga into the category of "media

manga readership in Japan, where the computer does not

geijutsu". In retrospect, it is, for example, highly debatable

yet play such a significant role as in the Republic of Korea,

whether the emergence of modern manga was primarily due

or in the reception of Japanese manga by non-Japanese fans

to technological innovation. There are, of course, technology-

worldwide, for example in the form of scanlations.

07 08 09│Q&A

of "media". But such an understanding does not really help to

related historical arguments. With respect to American
comics, the success of four-colour printing, that is to say, an

Since the late 1990s, manga has been welcomed by young

invention which finally made it possible to employ the colour

people on a global scale as a "media" par excellence. Its main

yellow, is usually regarded as the trigger for the allegedly

attraction is its ability to invite participation on a number of

first comic, Outcault's Yellow Kid. And with respect to manga,

levels:

references to the replacement of woodcut-printing and
traditional sôshi booklets by Western offset-printing and
bookbinding are essential to all those who claim manga's

+readers' empathy with characters and immersion
into story worlds, facilitated by long-running series,
fan service and media-mix commodities;

distance from premodern sequential art. However, in contrast

+copying favorite characters and creating fan art;

to photography or film, comics in general and manga in

+forming knowledge ommunities, preferably online,

particular could lean on artistic techniques and technologies
of production which existed long before modernity. Thus,
a cultural understanding of "media" seems to be more

and meeting up in real life, for example, to do CosPlay
（which seems to function as a contemporary, and as such,

cool version of carnival）.

appropriate for manga̶and this relates not to culture in the
sense of "Japaneseness", but to how people make sense
of their life and the world by means of changing kinds of
pictorial narratives/sequential art. Mentioned in passing,

Fans are engaged in sharing what they like rather than
examining single works from a critical distance. Cuteness
（kawaii ）of

manga characters, for example, is both a symptom

new copying technology alone would not explain the specific

and mediator of fan activities, and these activities comprise

development of manga fandom either.

more than gaining entertainment from the consumption
of manga works. To a large part, fans utilize manga series

In addition to the past, the present also allows for doubts

as frames, or screens, onto which they project their

about the relation between advanced technology and manga.

own experiences and feelings. In other words, a certain

As the Media Arts Festival demonstrates, manga is still a

"emptiness" is crucial because it opens up manga to a

more or less pre-digital art form, or at best, to be located

whole range of applications. Manga today is less about deep
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ン活動は、マンガ作品を読んで楽しむことに限らないのです。おお

「芸術」という言葉が使われていますが、それは文部科
ト［3］では、

よそファンは、自分自身の経験や思いを投射するフレームあるいは

学省を満足させるためだけに使われていると言っても過言ではな

スクリーンとしてマンガ作品を活用しています。言い換えると、あ

いでしょう。しかし、一方で美術大学というような「 芸術 」の場、他

る種の
「空虚さ」があり、それはマンガをさまざまに応用させるから

方でマンガ読者やマンガ担当のキュレーター、そしてマンガ評論家

です。現代のマンガについては、深い意味というよりも《効果》が大

といったふたつの間に協力関係がほとんどないのが現状です。マン

切なのです。

ガ学部に限らず学生がマンガを制作している京都精華大学であっ

（あるいは官能的）
（コ
+ まず第一に、文化横断を促す、感覚的
な 効果です。

ても、学部をまたぐマンガをめぐるコラボレーションは見当たりま

ミック評論家のマクラウドは、日本マンガに特有の参与のかたちを「身体的＝

せん。もうひとつの例を紹介しましょう。2010 年に京都で開かれた

物理的」な参与と述べています［2］）
。

+ 次に文化的またはサブカルチャー的効果です。これは、マンガが
招くコミュニティ形成に相当します。
［PART1］

+ さらに第三に経済的効果が挙げられます。マンガにおいて、読

「 芸術の町」
日本マンガ学会の第10 回大会で、同学会の理事たちは、
である京都が開催場所となっていたにも拘らず、
「マンガと芸術」を
中心的なテーマとして取り上げることに合意しようとしませんでし
た。ほとんどの理事にとって、
「芸術」とは、アニメーション、文学、

者は品不足を経験することなく、また海外の出版社はマンガの

演劇と並ぶジャンルのひとつにすぎないからです。彼らは、近代以

お陰で利益をあげることができました。

前の美学とマンガとの関係、マンガに対する「アバンギャルド」とい
う概念の適用性、フランスのコミック「バンド・デシネ」と日本マン

［PART2］

要約すると、
マンガは技術的な基盤によるというよりは、むしろ、

ガの文化的的位置づけについて批評的に省察するより、ゼロ年代の

［PART3 ］

それが媒介する関係性によって、
「メディア」であると位置づけるこ

マンガの変遷について論じる方が重要だと考えたのです。フランス

とができます。まさにこの点においてマンガは、文化的な権威やエ

1970 年以降、
「第 9 芸術」
と認識されている
とベルギーのコミックは、

リートが抱く
「芸術」の概念からは逸脱しています。少なくとも、ファ

一方で、日本では、マンガは「 文化」の名において、つまりナショナ

ンはそのように認識しています。ウェブ上では最大のファンによる

ルな規模で共有できるものとして市民権を獲得してきました。里中

創作を掲載するサイトが「deviantART（逸脱芸術）」と称することは、

満智子氏のようなメディア芸術祭の審査員さえもが、
マンガを
「芸術」

特筆されるでしょう。当然ながらここにおける「 逸脱性 」は、著作

ではなく
「 文化」と称することを手がかりに、メディア芸術祭賞が朝

権問題や、最近東京都で成立した「非実在青少年」をめぐる条例の

日新聞主催の手塚治虫文化賞とどこが違うのかという疑問が生じ

対象となりそうな性描写とも特に深く関係しています。日本の政治

るのです。ついでに言うと、どちらも同じようなマンガ作品が受賞

家は、海外での日本のイメージに懸念を持っているからという理由

することはそれぞれのアイデンティティを疑問に晒すことになるの

をあげて「逸脱的」なマンガを規制しようとしているのに対して、海

です。

外の若者は、
「逸脱芸術」という所産を生みだした国として日本に憧
れています。しかし、ファンが「日本らしい」とみているマンガに対

「芸術」という言葉を捨て去ることもひとつの結論かもしれませ

して政府はほとんど支援してこなかったのですから、こうした所産

ん。
しかし、このような回避策は省察することを妨害し、
「芸術」をめ

を日本という「国家」に帰属させることはできないはずです。とは

ぐる時代遅れの常識を洗い直す機会を妨げるだけでしょう。メディ

いえ、これこそがマンガの「メディア」としての可能性です。それは

ア芸術祭賞のマンガ部門では、
「芸術」を、娯楽性や商業性と相反す

必ずしも、
「優れた作品」による可能性ではありません（いずれにせよ、

る概念としてとらえておらず、また批評的にマンガを読むことので

マンガの「優劣」の規準が明確に定義されることは、めったにありませんが）
。

きる大人向けの作品だけが選ばれるわけでもありません（欧米でのコ
ミックに関する言説では、大人向けの作品だけが取り上げられることは、よくある

この「メディア」としての可能性をマンガの成功の最大の要因とし

話です）。その点では現状にふさわしいと思われますが、
一方で、
メディ

て認めるには、同人誌とまではいかなくても、少なくとも、一番多

ア芸術祭賞は、
「マンガちっく」としか呼べない「芸術」観を暴露して

い同人誌を成り立たせる『 ONE PIECE 』や『 Axis powers ヘタリア』

いるともいわざる得ません。この「芸術」観は不思議なことに、現代

といったマンガに賞が与えられなくてはならないでしょう。
『 Axis

マンガ文化がもつ以下のような特徴と一致するからです。

powers ヘタリア』についてはかつて贈賞が検討されたことがあり、

+ 形式や物質性、諸状況に知的関心を寄せるのではなく、人物（作

同人誌もまた、
「独立系マンガ」というカテゴリーで受賞に近づい

家）あるいはキャラクターに感情移入させ、物語内容に注目さ

たこともあったことは事実です。しかし、一般には、メディア芸術祭

せる。

賞におけるマンガの「メディア」としての側面は、どちらかと言えば、

+ 慣習に対して疑問を呈させることなく、常識と現状（既存状態）を

避けられています。ここで、本論のふたつ目の側面である「芸術」に

《再確認》させる。

ついて考察したいと思います。

+《社会》全体ではなく、特定の《世間》や共同体の常識を重要視し、
またそれと連動して「社会」
の意味を
「国民国家」
に限定してしまう。

マンガ界では、ほとんどの人が、
「芸術」という言葉の使用を慎重
に避けています。確かに、京都国際マンガミュージアムのウェブサイ
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meaning than about effects:
+sensory（or even sensual）effects which facilitate

│

convinced to dedicate their 10th annual conference, which
was held in Kyoto, to the topic of "manga & geijutsu" in 2010.

transnational flows（McCloud describes the manga-

To most of them, "geijutsu" seemed to be a mere genre, next

specific participation as "physical"［1］）;

to animation, literature or theatre. They found it more vital

cultural, or subcultural effects, which apply to manga's

to discuss the transformation of manga culture since 2000

community-building potential; and
+economic effects: with manga, readers do not face

［zero nendai］than to reflect critically upon manga's relation

to premodern aesthetics, the applicability of the notion of

shortage of supply, and publishers have been making

"avant-garde" to manga, or manga's social difference from

money.

French comics/bande dessinée. Whereas in France and
Belgium comics have been acknowledged as the "9th art/
legitimation rather in the name of "culture/bunka", that is,

the relationalities it mediates. As such, however, it deviates

something which can be shared on a national scale. Even

from the notion of "Art" held by cultural authorities and

jury members of the Media Arts Award, such as Satonaka

elites. At least, in the perception of the fans. Symptomatically,

Machiko, refer to "culture" rather than "art", which raises

one of the biggest sites for fan creations on the Web is called

the question how this Award may differ from the Tezuka

"deviantART". Remarkably, its "deviancy" relates, among

Osamu Culture Price［Tezuka Osamu bunkashō］by the

other things, to copyright issues and sexual representations

Asahi Newspaper. Eventually, both institutions award similar

which are likely to be subjected to Tokyo's recent "virtual

manga works.

04 05 06 │ Q&A

neuvième art" since 1970, in Japan, manga have seen their

because of its technological support, but rather because of

01 02 03 │ Q&A

To sum it up, manga can be characterized as "media" less

child porn" bill. While Japanese politicians are allegedly
One conclusion could be to discard the word "geijutsu". But

overseas adore this very nation for its output of "deviant art".

such avoidance only hinders reflection and the chance to

It goes without saying though, that this output can only hardly

shake outdated notions of "Art". In the manga section of the

be traced back to the Japanese nation, since the state has not

Media Arts Awards,"geijutsu" is not regarded as the opposite

really been supporting the kind of manga which fans regard

to entertainment or commerce, and the choice of works is

as "typically Japanese". Yet, it is manga's potential as a

not completely limited to a critical adult audience（as usually

"media" which is to be met, not necessarily "excellent works"

happens in Western comics discourse）
. Yet,otherwise,

（the criteria of whose "excellency" are not made explicit anyway）.

07 08 09│Q&A

concerned about the nation's image abroad, young people

the Awards

indicate a notion of art which could be called "mangaesque" ,
as it is intriguingly concordant with central characteristics of

Acknowledging this "media" potential as the main factor
of manga's success would call for awarding–if not dōjinshi
as such–at least those series which generate the biggest
amount of them, for example, One Piece or Hetalia: Axis
Powers . The latter has already been considered once,
and occasionally, dōjinshi too made it into the inner circle,

contemporary manga culture:
+empathy with persons and/or characters as well as a
focus on stories, at the expense of conceptual attention
to forms, materiality, and constellations;
+re-confirmation of common sense and status quo at
the expense of questioning conventions; and

within the category of "independent manga". But in general,

+an obligation towards the common sense of specific

manga's "media" aspect is rather curbed in the Media Arts

communities instead of society at large, which goes

Awards. Which brings me to the second aspect, "geijutsu".

hand in hand with reducing the meaning of "society" to
the nation state.

In the world of manga, the term "geijutsu" is being carefully
avoided by almost everyone. dmittedly, "geijutsu" appears on

Compared to the animation section, for example, which

the website of the International Manga Museum Kyoto［2］,

comprises commercially successful series as well as short

but only in order to satisfy the MEXT. In reality, there is not

pieces to be shown at festivals, the manga section gives a

much collaboration between sites of "geijutsu", such as art

rather uniform impression: it privileges solid craftsmanship

colleges, and manga readers, curators or critics. Not even

which is compatible with the national industry and domestic

within Kyoto Seika University, where students create manga

market. Although there seem to be non-Japanese applicants,

in different departments, but not across. To give another

they rarely make it onto the catalogue pages, and even

example: the board members of the Japanese Society for

the choice of Thai artist Wisut Ponnimit was explained by

Manga Studies［Nihon manga gakkai rijikai ］were not to be

the jury in reference to his publications in Japan and the
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│

れるような短編作品をも集まるアニメーション部門と比べ、マンガ

洋的」なものや「輸入された」ものとして芸術を特別視し「 空間化」
し

部門（ で選ばれる作品 ）からは、画一的な印象を受けてしまいます。す

てしまう傾向があります。こうしてあまり「現代的」とは思えないよ

なわち、マンガ部門では、日本国内のマンガ業界やマンガ市場に求

うな「芸術」
観が支配的になっていますが、
20世紀に
「芸術」
は制度的、

められるような職人芸が優先されているのです。日本以外からの応

言説的、個人的な重要性をもち、日本の近代性を構成する不可欠な

募者もいますが、図録に掲載される例は少なく、また、稀に賞を受

要素として、マンガにも影響を与えたことは、これまで忘れ去られ

けたタイの作家、ウィスット・ポンミニットについて審査員は、彼の作

てきました。芸術がマンガに与えてきた影響は、田河水泡（本名は高見

品が日本、そして日本語で刊行されたことを受賞の理由に挙げてい

沢仲太郎）、手塚治虫、竹宮惠子の名前を挙げれば十分に明らかでしょ

（日本人）マンガ家からの提
るのです。折りにふれ、審査員は、自国の

「芸術」が個々人にとって果たす役割が希
う。しかし1980 年代以降、

出作品は最も高い「質」を具えていると口にします。このことは注目

薄化し、ある特定のマンガがその「芸術」にとって代わりました。

に値するでしょう。このように「質」を優先させることは「 芸術 」を

［PART1］

思い起こさせるからです。なぜなら、作品が、審査員によってある

こうした背景だからこそ、
「芸術」という言葉に執着して、この 20

自明の普遍性を《内在的に》具えているものとして語られ、またこの

年間に培われた《ポストモダン》な奇妙さを活かすことが期待され

普遍的な「質」は、作品が媒介する関係性にではなく、むしろその自律

ると思います。私にとって、
「メディア芸術」という言葉を使い続ける

した存在に見出されるからです。

ことは、それが「芸術」観と「マンガ」観の現状（常識）を問うことにつ

［PART2］

また、価値の基準が、コミック全般からではなく、日本マンガに由

ながるのであれば、意味があることだと思います。マンガの持つ「芸

来していることも明らかです。こうしてメディア芸術祭賞は、日本マ

術的」な可能性、すなわち、支配的な価値観を掘り崩し、個人の生活

ンガにかかわる常識を確認させるものとなっているのです。また、

や社会にオルタナティブを示すというマンガのサブカルチャー的力

マンガのグローバル化を背景に、この常識は日本国内に限ったこと

は、個々のテクストに求められるものではありません。ただし、そ

ではありません。

現在の日本の常識から逸脱した「メ
れを解明（ 認識・自覚・意識 ）するには、

［PART3 ］

ディア」と「芸術」の概念が必要なのです。
例えば、2011年は日独交流150 周年にあたります。これを記念し、
駐日ドイツ大使によるイニシアチーブに従って、オンラインでのマ
ンガ交流を行い始めました［3］。私は、ディルク・シュヴィーガーとい
うコミック・ブログ「モレスキネ 」の作者と交流する日本人の相手の
紹介を依頼されました。最初は京都精華大学のマンガ学部ではなく
デザイン学部を卒業したオルタナティブ・アーティストのタダユキヒ
ドイツ側から、そのスタイルがあまり「日本的」
ロを推薦しましたが、
ではないという意見がだされ、最終的に松岡和佳さんという若い少
女マンガ家が選ばれました。彼女の作品は、マンガに特有の視覚言
語の点で高度な《技術的》質を示しているのです。

マンガのファンにとっても評論家にとっても、マンガは「芸術」で
はなく、
「言語」です。この言語を使用するにあたっては、次の頁で
あれ次の章であれ、あるいは次の巻においてであれ、より面白いも
のを求める気持ちを刺激するような奇策も必要ではあるものの、
《基
本的には》いらいらせずに読んでいけるように分かりやすく《 馴染
みのある》ものでなければなりません。
マンガらしいマンガは、読者
の文法理解能力に合わせ、形式や素材に注目させることなく、キャ
ラクターや物語に直接感情移入できるようになっています。つまり、
モダンアートを特徴づける「約束事 」の否定、言い換えれば、慣習的
ではない意味へと導く慣習的ではない形式に注目することは、マ
ンガの「質」とは無関係だとされています。
実際、
そもそも日本では、
「芸術」という言葉を聞いて、モダニズムやアバンギャルド、妥協の
ない自己表現、などを連想する人はほんの少数です。さらに、
「芸術」
は、歴史的な変化を超越したものとみなされる場合が多いのです。
芸術（という概念）が、日本の近代化の過程で構築されたものであると
いうことを認識している人たちでさえ、自国の「芸能」と対比し、
「西
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［1］Scott McCloud, Making Comics: Storytelling Secrets of Comics, Manga

and Graphic Novels, New York 2006, p.221.
─
［2］http://www.kyotomm.jp/english/about/mm/about-genjo.php（last

access: 2011/03/10）
─
［3］日本語のみ http://blog.goethe.de/nichimandoku/index.php?user_

language=ja（last access: 2011/03/10 ）
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Japanese language. Occasionally, the jury members voiced

Precisely against this background it seems promising to

that submissions by home-grown（Japanese）artists were of a

adhere to the word "geijutsu" and unfold the postmodern

higher quality. This is noteworthy, because such inclination

strangeness it has gained for the last two decades. To me,

towards "quality" is reminiscent of "Art", insofar as a certain

a continued use of "media geijutsu" seems meaningful, if it

selfevident universality is claimed and discovered in art

contributes to questioning the status quo of both "geijutsu"

works but not relations. Apparently, the standard of value

and "manga". Manga's "artistic" potential, that is to say, its

is derived not from comics in general, but from Japanese

subcultural ability to undermine dominant values and to

manga. The Media Arts Awards confirm what is common

suggest alternatives in personal life and society, can hardly

sense in regard to manga, not only in Japan.

be attributed to single texts, but to discern this, it takes

│

notions of "media" and "geijutsu" which deviate from the
For example, 2011 sees the 150th anniversary of German-

present common sense in Japan.

ambassador initiated a comics-manga dialogue online on
a weekly basis: Nichimandoku［3］. I was ask to propose a
Japanese partner for Dirk Schwieger, creator of the comics
blog Moresukine: Weekly from Tokyo . When I suggested
Design Faculty, not Manga Faculty, the German side found

［1］Scott McCloud, Making Comics: Storytelling Secrets of Comics, Manga

and Graphic Novels, New York 2006, p. 221.
─
［2］http://www.kyotomm.jp/english/about/mm/about-genjo.php（last

access: 2011/03/10）
─

04 05 06 │ Q&A

the alternative artist Tada Yukihiro, a graduate from Seika's

01 02 03 │ Q&A

Japanese relations. To commemorate this event, the

［3］Available only in Japanese. http://blog.goethe.de/nichimandoku/index.

php?user_language=ja（last access: 2011/03/10）

his style "not Japanese" enough, and opted eventually for
Matsuoka Waka, a young shōjo manga artist, whose pages

07 08 09│Q&A

exhibit a high technical quality with respect to the visual
language typical for manga.
For manga fans and critics alike, manga is not an "art"
but a "language". The deployment of this language has to
be familiar enough to avoid irritation, while astonishing
enough to stimulate demand for more̶be it the next page,
the next chapter, or the next volume. Typical manga lean
on their readers' command of grammar, providing them
with an allegedly direct emotional access to characters and
narrative, unclouded by formal or material considerations.
In other words, attention to unconventional form as a gate
to unconventional meaning̶one of the markers of modern
art̶is not regarded relevant for "quality" in manga. But in
Japan, only few people think of modernism, avant-garde, or
uncompromising self-expression when the word "geijutsu"
surfaces. Furthermore, "geijutsu" is usually regarded as
something beyond historic change. Even those who are aware
of its construction during Japan's modernization process,
tend to spacialize it, by calling it "Western" or "import", as
juxtaposed to domestic "geinō". It has obviously fallen into
oblivion, that "geijutsu" did have institutional, discursive
and personal weight during the last century, that it formed
an indispensable component of being modern in Japan, and
that it also affected manga: suffice to mention Tagawa Suihō
（alias Takamizawa Chūtarō）
,Tezuka

Osamu, or Takemiya Keiko.

This relevance of "geijutsu" to individuals has significantly
decreased since the 1980s and been replaced, among other
things, by a specific kind of manga.
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Q&A
discussion

│

PART3 ディスカッション
「メディア芸術」を、西洋近代的な「芸術 」モデルを越える
新たな文化概念として考えることは可能か？
─

モデレーター：吉岡洋

ピョートル・クラェフスキ／グナラン・ナダラヤン／ジャクリーヌ・ベルント

［PART1］
［PART2］

吉岡： 非常に共感するところの多い発表だったと思います。

するという、有用な試みだったと思います。

［PART3 ］

マンガを語るときに、芸術を視野に、芸術との関係において

このような問題をはらんだ作業ですから、本当の意味でそ

語るということが非常に困難で共感者が少ないということを

れに対する結論はないと思います。今後とも継続的に苦労し

僕自身も感じています。逆に言うと、マンガと芸術を一緒に

ながら進み、このような問題の多い世界に取り組んで、いろ

語るということは、マンガのためというよりも、むしろ芸術

いろと変わり続ける状況に対応していかなければいけないと

のためという側面もあります。というのは、ベルントさん自

思います。マンガとアニメは同じ 軌跡をたどっているのか、

身も指摘されていましたが、日本では「 芸術 」という言葉か

同じレベルの人気なのかといった問題もあると思います。あ

ら前衛芸術を想像する人が、欧米に比べると一般には少ない

るいは、例えばインドや中国、あるいは世界のほかのどこか

からです。逆に言えば、前衛芸術をあまりにもシリアスに受け

からのものがもっと支配的になって、力をつけていくのかど

取りすぎる傾向があるのではないかという気がしています。

うかといった、いろいろなことが考えられます。

それでは、最後のディスカッションのパートに移ろうと思
います。この前のセッションで、日本的なものをめぐって 議

吉岡： ほかの今日のスピーカーの方から、クラェフスキさん、

論が起こりかけたのですが、途中で時間がなくなってしまい

ナダラヤンさん、ベルントさんのご発表について、何か反応

ました。日本文化において共有されるものは何かというテー

があればいかがでしょう。

マと、パート3 のテーマである「メディア芸術」を何か新しい

+

+

コンセプトとして考えられるかどうかということは、非常に

次世代テクノロジーを先取りしたマンガ

密接につながっていると思います。そうした意味を含めて、

+

先ほどの議論で言い足りなかったことがあれば、アレクサン

前川：昼休みにベルントさんと話をしましたが、私は写真とい

ダー・ツァールテンさんからパート 2 の継続的なコメントをい

う対象が、ポストメディア的な写真を含めたいろいろなジャ

ただければと思います。

ンルで同じ現象が起きているという言い方をしました。つま

+

り、マンガとテクノロジーはそんなに直接ダイレクトに結び付
パート2 の最後にインタラクションがあり、非

いてはいないけれども、もっと広い意味のフレームワークの

常にいい形に盛り上がってきたのですが、きちんと終わら

中でメディア的な環境（environment ）がパラレルにいろいろな

なかったことがむしろいいことかもしれないとも思っていま

ジャンルで起きているのではないかと推測していますが、そ

す。いろいろなファクターをやり取りしました。全てが
「メディ

れについてベルントさんはどう思われますか。

ツァールテン：

ア芸術」という言葉の中に包摂されようとしています。それ
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を少しメソドロジカルに解きほぐす。そのために可能性のあ

ベルント： 特に加えることはありません。ただ、ある意味では、

る大衆的な人気に寄与するようなファクターをリストアップ

写真などと違って、例えばマンガを手掛かりに、メディアテク

│ Is it possible to see Media Geijutsu as a new cultural concept that goes beyond the bounds of Western modern "art"?

│

PART3 Discussion:
Is it possible to see Media Geijutsu as a new cultural concept that
goes beyond the bounds of Western modern "art"?
─

Moderator: Hiroshi Yoshioka

Piotr Krajewski/Gunalan Nadarajan/Jaqueline Berndt
Yoshioka：

I think this presentation has evoked a sense of

01 02 03 │ Q&A

empathy in us. In speaking of manga, it seems difficult

that has to be grappled with continually as the strategy
for tackling the problem shifts and changes with the
situation as it unfolds. We do not know if in the future

fine art. I just do not think that most people can relate

manga and anime will still have the same level of

to the possibility of manga being considered fine art. In

popularity or the same trajectory of popularity as they

other words, talking about manga and fine art together

do now or if some other type of media products or

means talking for the sake of fine art rather than for

practices from India, China and other parts of the world

the sake of manga. This is because, as Berndt also

will become more dominant.

04 05 06 │ Q&A

to imagine the possibility of it falling within the scope of

pointed out, fewer people in Japan imagine avant-garde
Are there any reactions from today's speakers

Yoshioka:

Europe or the U.S. I must add that I do feel people tend

to the presentation made by our last presenters,

to perceive avant-garde art in too serious a light.

Krajewski, Nadarajan, and Berndt.

And now to move on to the last part of the

+

+

discussion. During the previous session a discussion

Manga Advancing Ahead of Next-Generation

on "Japaneseness" was about to start when time ran

Technology?

out. I think that the topic–what is shared through

+

+
During the lunch break I was talking with

Japanese culture–and the theme of Part 3（"Is it possible

Maekawa:

to see Media Geijutsu as a new cultural concept that goes beyond

Berndt about photography and mentioned that this

the bounds of Western modern "art?"）are

same phenomenon is taking place in a number of

closely related.

07 08 09│Q&A

art when they hear the term "fine art" than do people in

Since we were interrupted earlier, I think it would be

different genres, including post-media photograhy.

good now to have some additional comments on Part II

That is, manga and technology are not always directly

from Alexander Zahlten.

connected. However, I speculate that, in a broader
sense, there may be some media environments

Zahlten：

Yes, we did have sort of an interruption at the

end. I think the discussion was heating

emerging in a parallel manner in various other genres.
What does Berndt feel about this?

up very nicely, but I think the unfinished-ness was, to
I don't have anything particular to add.

a certain degree in itself, a good answer as it showed

Berndt:

the complications of thinking about all these criss-

However, I think that it is possible to confirm the value

crossing factors involved with everything that is now

of developing media-related technology in ways other

subsumed under the term Media Geijutsu. There are

than with photography: for instance, through clues

also problem involved with disentangling things, both

found in manga. I also want to mention that, thanks to

methodologically and in terms of compiling lists of

the Internet, virtual communities are possible, although

possible factors that contribute to popularity, and even

it seems that manga magazines have been in the

how to define what popularity really is.

forefront of this since the 1950s when things like reader

So I actually think there is no way to find a real sense

questionnaires and spaces for letters from readers

of closure about this kind of problem: it is something

were established. I have a feeling that technology that
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ノロジーの発達がどれほど価値のあるものであるかを確認で

│

あって、それをコピーする形で、日本のSF 界に 50–60 年代に

きると思います。例えば、
インターネットのおかげでバーチャ

出てくる。そこに初期のマンガ、アニメのファンダムという

ルコミュニティが可能になってきたわけですが、これは 50年

ものが ─ 実証的に述べているわけではありませんが─

代末以降、マンガ雑誌が先取りしていたのではないかと思

重なり合っている。そういう形のファンダムカルチャーとい

われます。読者に対するアンケート、読者の手紙のための

うのは、別に日本のオリジナルでもアメリカのオリジナルなど

コーナーを設置するなど、つまり、後からそれをもっと大

というのでもないのではないか、そのようなファンダム文化

きな規模で生かせるテクノロジーが生まれてきたような印

とネット技術がつながるということで、それこそディフュー

象を受けます。前川さんはどう思われますか。

ジョン、あるいは拡散（dissemination）が 起こったのではない
かと思いました。

［PART1］
［PART2］
［PART3 ］

前川：逆に写真をバーチャルコミュニティでみんながプリン

そのようなところで、始めの質問でのマンガ／アニメにお

トアウトしない現象や、自分でダウンロード／加工して自分の

けるキャラクターのモビリティとポスト・メディウム的状況の共

作品未満のものとして出していくということが当たり前になっ

通点／差異の問題、あるいはその後のファンダムとテクノロ

ています。他方で、いい紙にプリントアウトすることを「写真

ジーの問題について、もう少し話を進めていったらパート1、

にする」と言います。写真雑誌─おじさん写真雑誌と言う

2、3 がつながるのではないかという気もしますが、いかがで

と会場の写真専門の方に怒られるかもしれませんが ─ そ

しょう。

ういう雑誌は昔から膨大な量が出されています。ただ、すご

+

く狭いコミュニティです。ですから、むしろバーチャル的なコ

受容の混乱と「 解決（disentanglement）」

ミュニティというものが、おじさまたちが高いカメラを買って

+

写真をそれぞれで批評し合っているという従来の狭い枠組み

前川： キャラクターというか、
『 ケロロ軍曹

を壊していっているのではないかとは考えています。

と言ったらいいのでしょうか、それと写真の移動性はやはり

+
+
』のような移動性

違うのではないかと思います。例えば私が考えているのは、
佐藤：これは多分、第 1 部の前川さん、第 2 部のツァールテン

「 工場萌え 」という、工場が大好きでデジタル写真をウェブ

さん、第 3 部のベルントさんのお話と関わることだと思いま

に上げている人たちの受容の仕方があります。それから、廃

すが、まず、ポスト・メディウム的状況において写真があちこ

墟に行って、そのスチルや動画を上げる。つまり、ピクチャ

ちのメディアに取り憑いていくということがあります。これ

レスクな廃墟趣味のような、ヨーロッパにあったような伝統

はもちろんデジタルによる平均化のようなものもかかわっ

とは全く切り離されて、誰かがやっているけれども、それが

てきますが、そのようなことと、ツァールテンさんが言って

既に集合的にやられていることを反復し、コピーし、バリエー

（移動性）とい
いたマンガにおけるキャラクターのモビリティ

ションをつけ、それをコミュニケーションの記号にしていく

うのは、見掛けとしては非常に似たところがあります。もち

というようなことなので、多分、ケロロは少し違うなと思い

ろん同時に非常な差異もあると思います。その辺りについ

ます。ですから、むしろ逆にツァールテンさんに聞きたいの

て聞きたいということがひとつです。

ですが、どう考えられますか。写真専門の私が今、説明した

もうひとつは、第 2 部の目的は、もともとは日本人論、あ

ような移動性のようなものと、もし何か接点があれば。

るいは日本文化特殊論というところを乗り越えた語り方は
何かというところであったはずなのですが、それがちょっと
ぼやけた感じがして、フラストレーションがありました。そこ

キャラクターの移動性ということですが、それを「 工場萌え 」

を考えるときに、日本が特殊、日本の生み出すマンガやアニ

の写真、工場跡などに夢中になって写真を撮るという動きと

メが特殊なのではなく、むしろ日本で生み出されたようなも

の対比で語るということであれば、基本的に受け入れられ方

のを受け入れるような、受容側のメディアの構造が変化した

が違うのではないかと思います。それを受け入れる方のアイ

のではないかと考えられないでしょうか。そのメディアの構

デンティティが違うと思います。何か根本的に本質的なもの

造というのは、テクノロジーだけではなくて、ファンダム（ファ

が非常に訴える力を持つ、本質的な日本人らしさというもの

ンの世界）の問題でもあります。

が、それなのかもしれません。ブーイサック先生もおっしゃ

ファンダムというのも面白くて、もともとは恐らくアメリ
カのサイエンスフィクション（SF）のファンダムというものが
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was used in connection with these questionnaires and

originated with science fiction fandom in the U.S. with

reader forums was used again later on a larger scale.

a duplicate version emerging in Japan's SF world in

What does Professor Maekawa think about this?

the 1950s and 1960s. In the world of manga and anime,
fandom seem to have initially overlapped, although this

Maekawa:

It is no wonder that no one prints out

has not been proven empirically. But I do not think that

photographs in virtual communities and that instead

this type of fandom culture originated in either Japan or

members download and/or process photographs from

the U.S. I do believe that fandom culture and Internet

the web to create photographic images using photos

technology are linked and that they demonstrate that

not taken by themselves, something that is, I believe,

diffusion or dissemination has taken place.

a new form of creativity. The traditional alternative,

+

printing out photographs on good paper, is what we

Reception Confusion and Disentanglement

+

+

magazines have been available to the public for a

Maekawa:

long time. But these magazines are created within an

of Keroro Gunsō, or Sgt…is different than the mobility

extremely small community, the community of photo

of photography. For instance, consider the case of

enthusiasts.

"factory moe"（or "factory fetish"）. There is a certain type

01 02 03 │ Q&A

call "photography." An enormous number of photo

+
I feel that character mobility, as in the case

04 05 06 │ Q&A

of reception common among people who love factories
Satow:

I have thought about this for a long time. I

and post their digital photographs on the web. Even
though they go to ruins and post their still and moving

with the talks given by Professor Maekawa in Part 1,

images, what they do is completely apart from the

by Zahlten in Part 2, and by Berndt in Part 3. First,

traditional European aesthetic of ruin appreciation.

photographs seen from a post-medium perspective

Repetition, copying and manipulation take place using

seem be available in various types of media, and

stills and moving images that have already been

this is something that is related to digital averaging.

collectively processed with the results later being used

This phenomenon appears to be quite similar to that

as signals for communication. In a sense, this situation

of the mobility of manga characters mentioned by

is slightly different than with the case of Keroro. I

Zahlten. But at the same time there is still an extreme

would like to ask Zahlten what he thinks about this

difference. This is something I would like to hear more

matter. If you can think of any connections with the

opinions on.

type of photographic mobility I was just discussing I

There is another point I would like to give my

07 08 09│Q&A

think that this is probably something associated

would like to hear it.

impression on. The original purpose of Part 2 was to
discuss what narratives might be found beyond the

Zahlten:

Concerning the mobility of a character like

ideas associated with "Nihonjinron（theories of Japanese

Keroro or other sorts of manga, anime and game

cultural or racial uniqueness）and beyond theories regarding

products, and comparing that to kojo-moe pictures（the

the uniqueness of Japanese culture, and it frustrated

factory-fetish pictures）, I

me when our purpose became slightly blurred. When

how things are perceived as the reception contexts are

we think about the aforementioned point, I wonder

different. That is, the identity that is assigned to it on

if we can say that the media structure that receives

the receiving end is different.

what is created in Japan has changed, that there is no

think there is a basic difference in

Of course, it is popular to attempt to try and find the

longer a focus on the specialness of manga and anime

essential "something" about a product that makes it

created in Japan. This issue of media structure is also

appealing. We talked here of the possibility of there

related to fandom（or the world of the fan）and to the issue

being an essential Japanese-ness about these kinds of

of technology as well.

products that make them attractive. But I do not think

The concept of fandom is interesting. It may have

"essential Japanese-ness" exists, just like "essential
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はあり得ません。お互いに影響を与え続けるということがあ

生み出すことができるのは、国というものについてのナラ

る程度は起きていると思います。

ティブだと思います。これは非常にすてきな形で、メディア

しかし実際に『 ケロロ軍曹 』が日本的なものと受け入れら

フランチャイズはこれを日本のものと呼ぶと、すぐさま自分

れている事実は、ちょっとレベルが違うと思います。不思議な

の手中にアイデ ンティティや自分自身を重ね合わせることが

バランスがここにあります。アニメやマンガは非常にグロー

できる、そういう関係を作ることができます。

バル化しています。極端なぐらいにグローバル化された商品
まさに今、そういったことが起こっていると思

となっています。しかし、これが受け入れられて、特に日本の

ツァールテン：

ものとして マーケティングがなされています。これが「 工場

います。米国やヨーロッパを見回してみれば、いわゆるジャ

萌え 」写真とは違うところだと思います。普遍的ではないと

パンフェスティバルが、雨後の竹の子のようにあちこちで行

［PART1］
［PART2］

思います。いわゆるポストインダストリアル的な感性に関す

われています。トランスメディア的なイベントとして、マンガ

るものだと思いますが、ある社会の一辺、クラスターを切り

やアニメ、ゲーム、コスプレがあり、ライブパフォーマンス

取ったようなもので、ユニバーサル（普遍的）ではないと思い

もあり、いろいろな展示会もあります。しかし国（national ）と

ます。その受容の機能は、いろいろなルールがあると思いま

いうナラティブなものが根底にあります。
キャラクターやキャ

す。実際の伝搬／普及のプロセスも違うと思います。

ラという話をしていますが、これは非常にトランスメディア
のプロダクトを結び付けるひとつの核となり得るものかもし

［PART3 ］
092

リーケレス： なぜ廃墟や工場がそんなに人気なのか。アーツの

れません。いわゆる国家的なナラティブが、広範囲にメディ

コンテクストで言えば、廃墟というのはとても長く、殊にド

アが散らばっているものをまとめ上げる力があります。これ

イツ的な歴史を担っています。ロマン派の時代はほとんど廃

はもちろん非常に問題ではあると思います。

墟ばかりにこだわっています。そして、新しく廃墟をこしら

+

えていました。いかにも古ぼけて見える、新しいものを造っ

日本の外から見た「メディア芸術 」

ていました。さらに昔までさかのぼることもできます。これ

+

はひとつのアーティスティックなスタイルであり、絵画的で

フータモ： 私からは、少し違った方向性を提示していきたいと

あり、ピクチャレスクなものであり、流行り廃りはあります

思います。なぜこんなにも多くの外国人をここに集めたかと

が、今はとても人気があります。

いうと、
「メディア芸術」が外でどのように認識されているの

+
+

佐藤大さんの話をしたいと思います。彼は脚本家で、非常

かということについて知りたいというところがあると思いま

に人気のあるテレビドラマシリーズの幾つかを手掛けていま

す。私は20 年近くの間、日本との関係があり、行き来してい

す。「サムライチャンプルー」や「 エルゴプラクシー」などを

ますが、そうした非常に個人的な切り口から、根本的だと思

実際に書かれた方です。これは私たちのディスカッションに

われる事柄について、整理してみようかと思います。

とってパラダイムを提供してくれるかと思います。ある意味

日本的であるということを日本の外でどのように見てい

で、私たちの議論自体をレファレンスしているとも言えるこ

るのかというと、
「 本当？」の態度と言えるのではないかと

とだからです。佐藤大は、意識的かつ意図的に、アメリカ文

思います。日本のテレビを見ているとき、NHK であれ、ほか

化のイコンとされているDJ やヒップホップやファストフード

のチャンネルなどを流して見ていると、日本のテレビにはあ

といったもろもろの日本に輸入されてきたものを拾い集めて

る特性があって、世界中どこでも見出すことのできない特性

リミックスしています。そして、これを日本的な形態の例えば

だということが分かります。基本的な姿勢として、無数にあ

侍なり何なりに入れていって、最終的には侍がキャラクター

るスタジオ番組にタレントが一緒に固まって座っていて、誰

になりますが、このようなクロスレファレンスで遊んでいま

かが何かを言います。大体食べ物だったりしますが、そうで

す。
「エルゴプラクシー」の場合には、超複雑としか言いよう

ない場合も多々あり、摩訶不思議なものが出てきます。そし

のない筋書きで、キャラクターはヨーロッパの哲学者に直接

て、みんなが「本当？」と言う。
「 そうですね」と言ったりする。

レファレンスしています。

これは、日本的な不思議がり方として西洋では時々知られて

なぜこのような話をしているかというと、アニメの世界

いる姿勢です。不可思議な、強烈な反応を見せている、もし

の中で、人はこのようなレファレンスや、もともとの引用な

くはそのように反応しているふりをしています。それは不思

どについて話をするのが好きなのだという認識があります。

議で、珍しい食べ物であるとか、時には日本以外の所にある

最終的にトランスナショナルなメディアコーポレーションが

ような初めて体験するようなことを、
「 本当？」と言ったりす

│ Is it possible to see Media Geijutsu as a new cultural concept that goes beyond the bounds of Western modern "art"?
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German-ness" does not exist. As Professor Bouissac

world are aware and like to talk about these types of

said, "culture is a mess." Everything is interconnected

references. One more thing I would like to add is that

now. There is no isolation; everything is infected with

one of the most effective products transnational media

each other to a certain degree.

corporations can produce are stories with narratives

There is no question that Keroro Gunso is

that can be identified as belonging to a particular

perceived as being Japanese, but those（what are those?）

nation or national culture.. If you can call something

are two different levels. There is this sort of strange

"Japanese," for example, you you immediately have an

balance between anime and manga being very global

identity you can relate to, something I feel is a good

products while being partially received and marketed

thing.

as specifically Japanese, something I feel is a big
01 02 03 │ Q&A

Yes, that is part of what is happening now. If

Zahlten:

images. Kojo-moe images are not universal because

you look around the US and Europe you can see that

they belong to a post-industrial kind of sensibility that

a lot of so-called Japan festivals have been springing

is specific to a certain cluster of societies but because

up, almost like mushrooms from the ground: I think

their perception functions work very differently than

the Japan Expo in Paris is the largest one. From one

the actual processes of dissemination and production.

perspective, you could say these are like transmedia

04 05 06 │ Q&A

difference when compared to kojo-moe（factory fetish）

events because they assemble all kinds of things;
Riekeles:

Going back to two issues raised earlier̶

manga, anime, games, cosplay, live performances,
art exhibitions, and so on. But the basic narrative that

think if we talk about them in the context of art then

holds them together is national in nature, something

we can see that the ruins have such a long history as

that works very well, although character̶or "chara"̶

art, especially in the context of German history where

is another good way to do the same with transmedia

there is a whole epoch̶the romantic epoch̶that is

products.

almost exclusively about ruins. Included here also is

+

the construction of new ruins made to look like old

"Media Geijutsu" Viewed from Outside Japan

ones. If we can go back further in history I think we

+

can see this as a recurring, picturesque artistic style

Huhtamo:

that is popular with fans of anime. A particularly big

twist or interpretation to that last discussion. I think

fan of this is Sato Dai, a scriptwriter who has written

that one of the reasons behind bringing so many of

+
+
I would like to try to give a little bit different

for some of the most popular TV series, notably

us gaijin in here is to find a way to get some kind

here Samurai Champloo and Ergo Proxy. These two

of feedback on the way how this Media Geijutsu is

examples are paradigmatic for our discussion because

perceived on the outside. I mentioned before that I

they in themselves make reference to our discussion

have nearly 20 years experience with Japan, with lots

and our discourse by deliberately taking and mixing

of traveling back and forth, and so I thought I would try

forms and icons from American popular culture such

to formulate some of the issues which I believe may

as DJ, hip hop, fast food., All of these things originated

be fundamental to this idea about Japan-ness that is

in America and later were imported to Japan where

found outside Japan, something I would like to call

they were remixed into a Japanese form: the Samurai.

"honto?" attitude.

By the end of the story the character of the Samurai

I started thinking about this while watching

has taken on a lot of these cross-cultural references,

Japanese television here in Tokyo. While flipping

In the same vein, Ergo Proxyhas a very complex

through channels such as NHK and the like it is very

plot about characters that make direct reference to

easy to see that there is a certain quality in television

European philosophers.

here that does not exist anywhere else in the world.

I add these details because people in the anime

07 08 09│Q&A

the ruins and kojo-moe̶why are they so popular? I

There is a certain kind of attitude you see in the
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ますが、異なる地方出身の人同士がお正月などに、
「 おまえ

日本の文化的な輸出品、外の世界に対して送り出されたも

のところの雑煮は何を入れる？」と聞いて、互いに「 信じら

ののひとつが、このような「 本当？」という姿勢だと思ってい

れない！」と言って盛り上がったりするのです。よく日本文化

ます。大体、日本から来たものを見たら、驚かされるのが当

や日本人について語られるときに、ナイーブさというか、未

たり前と思っています。少なくとも成功している文化的なプ

成熟性といったことが言われることが多いですが、ある意味

ロダクトについてはそのように考えているかと思います。例

では、どうでもいいような差異を楽しむ能力のようなものを

えばゲームは長年にわたってそうなってきています。その意

伝達する力が、もしかしたら日本で生産されている「メディ

味で、一番珍しい、驚かされる、普通にはないようなゲーム

ア芸術 」というか、アニメやマンガなどの中に埋め込まれて

は日本発ということです。例えば「 塊魂 」などです。欧米や

いる可能性はあるかもしれないと思いました。

［PART1］
［PART2］

西洋のゲーム産業は、織り込み済みという感じの、全部予想

先ほどのマンガと芸術についてのベルントさんの発言に

のついてしまうようなもののバージョンを無限に作っている

も、非常に共感するところが多かったです。僕はコンスタン

ようなところがあります。しかし、日本の場合には度肝を抜

トなマンガの読者で、そのことを僕の学生も大学院生たちも

と言っ
くような、欧米人がNHKなどのスタジオ番組で「本当？」

みんな知っているし、そのこと自体を言われてもショックで

ている日本人のような声を張り上げさせるものが、本当の日

はありません。しかし、例えば地下鉄の中でマンガを読んで

本人的なことではないかと思われます。日本の産物がそうし

いるときに、学生にあいさつされるとうろたえてしまうのは

た反応を引き起こさないときは、これはうまくいっていない、

なぜか（笑）。僕はこういう感情的な反応の中に一番大きな秘

失敗しているのではないかと思ってしまいます。それがマン

密があるのではないかと思っています。それは、前のナダラ

［PART3 ］

ガなどにおいて、このような日本的な不思議がり方を欧米人

ヤンさんの発表で、テクノロジーがいろいろなものに応用さ

にかき立てるようなものがあるか否かということがあると

れるときに、対象（オブジェクト）によっては全く感情的に反応

思います。

を引き起こさないような場合もあるけれども、例えばロボッ

日本的な不思議がり方が、欧米的な状況の中にどうやって
落とし込まれるかという好例が、小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）

トの僧侶というのは、絶対におかしいと思う、笑いを引き起
こすのはなぜかという問題とも繋がっていると思います。

の誰もが知っているあのお話です。日本に初めて到着したと

それでは、この辺りでフロアをオープンして、オーディエ

き、横浜から東京に向かっていくときのことを振り返って、

ンスの方からも、パート3 だけではなくて、今日全体の話題を

全てが不思議に思えて仕方がなかった。のぼりや彩りなど、

どの角度からでも結構ですので、質問なり議論を起こしてい

全てが物珍しくてならなかったということを小泉八雲は書い

ただければいいと思います。

ています。このような特性は欧米人の持っている幾つかの特
定の事柄に対する姿勢の中に読み取れると思います。
しかし、同時にこれは日本の文化に対して縛りになってい

+

+

「メディア芸術」の創造性（クリエイティビティ）と「 個人」

+

+

るかと思います。私が言っていることが正しければ、
「メディ

藤幡：せっかくこれだけの研究者の方が海外からいらしている

ア芸術」というのは、このような戯れるような、驚かせるよ

ので、お聞きしたいと思いますが、個人主義の問題です。自

うな、「 本当？」と思わせるような遊び心がなければ、結局

分の力で考えて、それに対して自分の力で答えを出すという

うまくいっていない、機能していないと考えられてしまうの

ことを個人主義の定義だとした場合に、ここでいっているマ

ではないでしょうか。

ンガ やメディアアートなどの「メディア芸術」について考えて

吉岡： 僕は司会者ですが、コメントをしてよければ、フータモ

しゃるか、ぜひお聞きしたいと思っています。

いく場合に、個人主義の問題についてどのように見ていらっ

さんの指摘を非常に面白く聞きました。そういう角度で考え
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たことはありませんでしたが、要するに内容ではなくて態度

フータモ： もう少しコメントをしてから、その核心に触れよう

の方が大事だということでしょうか。日本のテレビではよく、

かと思います。もしもわれわれがメディアアートを「メディア

どこそこにはこんな食べ物があると言って、
みんなが「本当？」

芸術 」という全体の一部として理解していったら、日本のメ

と言ってびっくりする。別に大したことをやっているわけで

ディアアートがどのようにして日本の外で見られているかと

はありませんが、細かな差異に面白さを見出していくという

いうと、当然のことながら、より大衆的で、広く一般に人気

ことですね。大人になってもそういう会話をよくすると思い

があるようなフォルムほどは目立っていません。そしてひょっ

│ Is it possible to see Media Geijutsu as a new cultural concept that goes beyond the bounds of Western modern "art"?

countless studio programs where a group of celebrities

such matters from that perspective. What he said

are introduced to something–very often food, but also

makes it seem as if these days attitude is more

most anything else that is strange or curious̶and

important than content. Food is constantly seen on

everybody says "Honto?（Really?）" or something similar

Japanese television and everyone really does express

such as "Sou desu
or "I agree"）.

ne"（meaning something like "that's true"

I really feel that these days this "honto"

│

their surprise by saying "Honto?"
（"really?"）
. The

people on the shows do not do anything

attitude, often referred to as "Japanese wondering,"

particularly important: the intent is that their nuanced

has become one of the Japan's major cultural exports.

differences be found amusing. That kind of behavior

There are many people outside of Japan these days

takes place often in Japan, even after we have grown

who expect this kind of feeling from Japanese cultural

up. People from different regions ask each other what
01 02 03 │ Q&A

products. This means that people are accustomed

ingredients they include in their zoni（rice cakes boiled

to the idea of being surprised by things from Japan,

in vegetable soup）during

at least with successful cultural products. Japanese

everybody says to each other "Really? I can't believe

products are expected to come out with the sort of

it!" There is a certain naïveté or immaturity that is often

the New Year's Holidays, and

are discussed, perhaps because in some way people

"honto?（Is it really Japanese?）" It feels that if certain

here are able to enjoy these insignificantly differences.

Japanese products do not manage to create this kind

And I think it is possible to find the same type of thing in

of an attitude,then it is a sign of failure. So maybe

anime or manga……that is, in Media Geijutsu produced

this is something to think about in terms of manga

in Japan.
I also completely agree with Berndt's earlier

production. There is a lot of manga read by Westerners
these days that does not really manage to create this

comments regarding manga and fine art. I constantly

sort of Japanese attitude of wonder towards things

read manga: my students and graduate students

Japanese.

know this, and I am not surprised when people find

I do not want to speak longer if no one thinks this

out. However, I do wonder why I become upset when

makes any sense. But I do want to mention that there

students approach me when I am reading manga in

is that a very beautiful example of how easily this

the subway（laughter）. I think this is an indication of

sort of Japanese wonderment can be transmitted

the secrets that might be discerned from this type of

to Westerners can be found in one of the stories of

emotional reaction. According to the presentation

Lafcadio Hearn,the story everybody knows about his

made by Nadarajan earlier, there are times when the

arrival in Japan and first trip from Yokohama to Tokyo.

use of technology can elicit emotional reactions, as in

In the story Hearn is awed by what he sees along

the case of a robot monk that makes you laugh, while

the way,by the banners and all the colors of Japan.

at other times there is no response. This makes me

Hearn's reaction to what he saw is very much like what

wonder why we react in these ways, and I think this

westerners today often experience with Japanese

is related to some of the other issues we discussed

cultural media.

earlier.

Of course, this can also become something of a

07 08 09│Q&A

mentioned when Japanese culture or Japanese people

04 05 06 │ Q&A

things that make Westerners react in a way similar to
how Japanese guests on NHK television shows react:

+

+

straight jacket on Japanese cultural production. If I am

Media Geijutsu: Creativity and Individuals

correct about this, then it may be that Media Geijutsu is

+

lacking in this sort of playful and surprising "honto?"

Fujihata:

attitude.

from overseas, I would like to bring up the issue of

+
Since there are so many researchers attending

individualism. In seems as if we generally use the
Yoshioka:

I found the points made earlier by Professor

Huhtamo very interesting. I had never thought about

term "individualism" in situations in which we think of
something about ourself or try to resolve a situation
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│「メディア芸術」を、西洋近代的な「 芸術」モデルを越える新たな文化概念として考えることは可能か？

としたら誤解があるのではないか、それを最初にちゃんと正

す。しかし、ヨーロッパ の個人主義は、遅くともポストモダ

しておく必要があるのではないかと思います。同時に、傾向

ンとの関係から相対化されてきました。つまり、今、もしかし

としてメディアアートの持っている日本的特性をちょっと強

たら私たちが東西を問わずに模索しているのは、相対化され

調しすぎる傾向があるかと思います。全ての影響や意味、作

た個人主義、あるいは他人との関係、共感、世間を取り入れ

品の裏にあるものを「 日本的なるもの 」と解釈し、読み解い

た個人主義、あるいは個人主義を取り入れた世間主義をもっ

ていく傾向があるけれども、多くの場合、そうではなかった

と絡み合わせたような人間関係なのではないかという気がし

りします。ですから、日本のメディアアーティストの多くは複

ます。

雑な形で西洋のソースからそれを引っ張ってきている、また
それを得てきているところがあるかと思います。

藤幡： 逆に単純化して話をしてみたかったのが 強く伝わってし

［PART1］
［PART2］

例えば岩井俊雄の作品は、非常に興味深い例だと私は思っ

まったと思いますが、現実問題としては、個人主義の側にも

ています。同時に、個人主義という概念とも関係してくると

大きな問題が生まれてきていると思うし、それをどうマネー

思います。確かに映画以前、キネマ以前の研究というところ

ジしていくと面白くなるのか。それが一体どうなっているの

から出ているものが多々あります。これは非常に国際的な意

かということが問題だと思っています。あまりにも複雑なの

味合いがあるわけですが、日本人にとっても 非常に大きな意

で、結論はすぐに出せないと思いますが、この複雑さをうま

味があるのではないかと思います。というのは、遊び、面白

く説かないと、多分この領域の話は出てこないのではないか

いおもちゃや面白い物、かるたなどが日本の文化の中で重要

と思います。

な位置を占めてきていることなど、アーティストたちの背後
にあるような様々な影響が実は結構混在しているのではない

ベルント：ふたつの問題が存在しているような気がします。ひ

［PART3 ］

か。それを整理して、これは日本、これは西洋というように

とつは、
例えば今の日本の社会における新しい個人主義です。

きれいに分けていくということは難しいのではないかと思い

あるいはわがまま主義、
自己中心主義ともいえると思います。

ます。

つまり、ネオリベラリズムや経済主義との関係から従来の共

岩井が個人主義的であったというのは、彼が在外的な、例

同体や集団が本当に危険にさらされて、特に東京は、この10

えば成功を収めてお金持ちになるということにとらわれず、

年間で、京都などと違って非常に個人主義的な空間になって

それを考えないで自分の道を歩んできたということにあると

きたような気がします。
しかし、
その変化が非常に厳しいので、

思います。最近は、子ども用のイラストで 非常に人気が出て

バーチャルなコミュニティに閉じこもるという言葉を使って

きたといいますが、彼が本当に駆け出しのころ、筑波大の学

もいいかもしれませんが、そうした閉鎖的な空間をよりどこ

生だった時代からずっとやってきていた活動の延長線上なの

ろとする動きが見られます。社会の中の個人主義の問題はひ

ではないかと思います。中年になってお金持ちになろうとし

とつですが、もうひとつは、やはり芸術の基準とされてきた

て、計算ずくでやっていることではありません。私としては、

個人主義です。独創性、
革新性、作品中心主義、
作者主義です。

すんなり腑に落ちるところがあります。

ふたつ目については、メディアアート関係者、専門家にお聞

藤幡さんの作品も、極めて個人主義的なものだと思います。

きしたいと思いました。

藤幡さんの作品というのは、国際的に非常によく知られてい
ますが、日本的な美学の伝統などではなく、藤幡さんご自身

吉岡：今のやり取りのなかでは取り上げられませんでしたが、

のビジョンに従って導かれてきたのではないか。これは必ず

藤幡さんからもうひとつの質問がありました。どうしてマン

しも日本的なものではないかもしれないという気がします。

ガやアニメの人たちはここに来ないのかということです。僕

ご自身はどのように考えていらっしゃるのか。ある意味では、

から見ると、それはある程度明らかです。ベルントさんの発

特定の国の伝統などとつながっているものではなくて、アー

表でもご指摘があったように、マンガというのは芸術ではな

ティストのビジョンとして明確なものではないかと思います。

く言語であるという考え方があります。それと同じような意

ほかにもたくさんの例があり得ると思いますが、私はまだな

味で、芸術もやはり言語です。つまり、マンガ、アニメの人た

かなか整理ができていません。

ちがなぜ来ないかというと、彼らは日本にはまだ個人主義
が確立されていないというような立論の仕方は決してしない
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ベルント：今のお話は、個人主義対集団主義、あるいは共同体

からです。われわれは違う言語を話しています。今日のこの

主義、あるいは世間主義という二元論に聞こえてしまいま

会議には英語と日本語を行き来してくださる非常に優秀な

│

│ Is it possible to see Media Geijutsu as a new cultural concept that goes beyond the bounds of Western modern "art"?

on our own. If this definition is indeed correct, I would
like to hear some opinions about how individualism

│

Western influences found in the works of some artists.
But definitely, Iwai is a good example of an artist

is interpreted when thinking about Media Geijutsu,

who has been individual, an individualist in the sense

manga, and Media Art that have been mentioned here.

that he has really followed his path without much
considering external things, like success or becoming

Huhtamo:

I am not sure if Fujihata-san and I managed

rich. I believe that the way he has recently turned into

to clear this up, so we may need to take a few more

a very successful children's book author and illustrator

comments. But before I get to that point, I think we

is a logical continuity of the approach he has taken ever

should try to think about Media Art as part of this（is

since he was a young art student in Tsukuba and not

this needed?）Media Geijutsu.

The way Japanese media

as much visibility as other more popular forms. I

01 02 03 │ Q&A

art is seen outside Japan obviously does not have

the result of some sort of middle age reconsideration
of the merits of making a lot of money.
I would also like to say that to me your work is very

be straightened out and that is that there is often

field of Media Art. have a feeling that Fujihata-san has

a tendency to overemphasize certain qualities of

followed his own aesthetic vision and that vision is not,

Japanese as Media Art. There is often a tendency to

at least to me, necessarily Japanese, although I do see

read all the influences and meanings behind those

certain Japanese aesthetic traditions in it.. I am curious

works as Japanese when this it is not always the case:

to hear what you have to say about this, about art that

many Japanese media artists have actually drawn

lacks any sort of national tradition but instead is more

much of their influence from western sources. I hope I

a product of one's independent artistic vision.

07 08 09│Q&A

unique as well as very well known internationally in the

04 05 06 │ Q&A

think that there is one misconception that needs to

made my point clear with these comments.
A very interesting example for me is the work

Berndt:To

me, the aforementioned point evokes

of Toshio Iwai. When I think about the idea of

the dualism of individualism versus collectivism,

individualism I think about Iwai and how his

communitarianism, or awareness of society. Recently,

influences came from his study of so-called pre-

however, individualism in Europe has been relativised

cinematic technology, something that has become an

through relationships with post-modernism. That is,

international trend but which holds special meaning

what we are searching for in all countries is relativised

for Japanese because of its emphasis on asobi, a focus

individualism: relationships with others, a sense

on playfulness, interesting toys and objects, on playing

of empathy and harmony between the individual

cards and other playthings found in Japanese culture.

and society, and human relationships based on the

To me it is really interesting to think that the influences

awareness of society that incorporates individualism.

behind some artists can be so mixed and how in this
case it is so difficult to separate the Japanese and

Yoshioka:

Fujihata-san raised an interesting question:

Why are people involved with manga and anime not in
attendance here? From my perspective, the reason is
clear. As pointed out through Brendt's presentation,
there is an idea that manga is more about language
fine art. But in the same manner, fine art can also
be considered to be language. I think that the reason
people involved with manga and anime are not here is
that they do not agree with the idea that individualism
has not yet been established in Japan. Although we
have some remarkably excellent interpreters here
with us that are able to interpret between English and
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│「メディア芸術」を、西洋近代的な「 芸術」モデルを越える新たな文化概念として考えることは可能か？

通訳がいらっしゃいますが、マンガの言語とモダニズム芸術

ると思います。例えば日本のマンガなりアニメーションが受

の言語を通訳するインタープリターがまだいないということ

け入れられたときに、それが日本的であるかというより、受

だと僕は思います。

け入れられたところで何が望まれていたかという受容の問題
と一緒に考える必要があると思います。

クラェフスキ： 私もぜひこの問題についてコメントをさせてい

そのように日本以外のところで、日本で「メディア芸術 」

ただければと思います。個人とクリエイティビティの問題につ

と呼ばれてきた現象が受け入れられたときに、まさに吉岡さ

いてです。今日のセッションの中で、非常にいい形ではっき

んが最初におっしゃったことだと思いますが、今度はそれが

りとしてきたと思いますが、ふたつの異なった可能性／方法

日本に逆流通してきたときに、それが結局文化振興なり、政

があり得るのではないかということです。

策の中で「メディア 芸術 」として、ひとつの新しいカテゴリー

［PART1］

ひとつは、アーティストは既に確立された言語を使ってい

を与えられてきたということだ思います。
そうなったときに、

［PART2］

ます。従って、マンガには独自の語彙があり、独自の語順が

私たちはここで「メディア芸術 」を考えるときに、今後、それ

あり、独自の文法があります。キャラや、どのようなことを

を日本的なものとして、日本を定義するものとして考えるの

美しいと考えるのかというのは、非常に厳しく確立されたも

か。つまり、プロダクションの現場、あるいはプロダクション

のがあります。そして、本当の古典的な聖典とされるような

としてのひとつの言説として考えるのか、リセプションとして

ものや規範、単純化といったこともあります。メディアアー

の言説として考えるのかという問題があります。もちろんそ

トにおいては、私が発表の中でご紹介したものでは、
アーティ

れは分けることはできないと思いますが、何となくそれが混

ストはどちらかと言えば、まだ確立されていないことをやろ

在しているように思いました。

うとしています。まだ言語はできていない。幾つかの認識さ
［PART3 ］

れていること、幾つかのニーズもあるかもしれません。ただ、

ツァールテン： 本日の議論のクオリティが問題を非常に複雑に

本当に大事なことは、マンガは魅力があって、私たちが既に

していると思います。基本的には 3 つのレベルがあると思い

知っていることに対して訴求しています。私たちが既に明ら

ます。ひとつ目のレベルでは、
「メディア芸術 」という言葉を

かにしているニーズに対して応えています。

ある一定の展開の症状（s ymptom ）としてとらえてきました。

メディアアートにおいて、アート作品が完成するまでは、

「メディア芸術」という言葉が導入されていますが、それがう

既に特定されているニーズが前もってあるわけではありませ

まく反映しているかどうかは別として、今、メディアや文化で

ん。ですから、ある意味では何かに至るために、新しいもの

起こっていることをグローバルなレベルで反映しているかど

に到達するための旅を続けていくことになるかと思います。

うかということがひとつです。一方で、非常に政治的なツー

異なるアプローチを受け止めていくための観客や聴衆がい

ルになり得るということです。文化庁という視点からみた

ると思います。まだしっかりと定まっていないような、まだ

場合、どのような政策的な考え方、政策的なプロセス、戦略

知られていないようなことを受け止めていくような人々が い

があるのかということです。ふたつ目のレベルでは、この言

ると思います。かなり一般論で、かなり単純化しているのか

葉はまだ非常にあいまいで、不完全ですが、今後、可能性と

もしれませんが、メディアアートの異なった流れということを

してハイジャックされるというか、非常に積極的に、生産的

考える中で、極めて重要な考えるべき事柄です。

な形で使われ得るのかどうかということだと思います。もっ

+

+

受容／生成のパラダイムシフト

とより良い使われ方があるのかどうかということです。
そういう意味では、確かにおっしゃったとおり、誰を対象

+

にした言葉なのかというあいまいさがあると思います。この

斉藤： 明治学院大学の斉藤と申します。非常に面白いディス

ようなことがあるので、今日の議論が少しややこしくなった

カッションを聞いていて、ずっと疑問に思っていたことがあ

のだと思います。

+

ります。それは「 メディア芸術 」というカテゴリー、あるいは
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新しいコンセプトが 一体誰のためにあるのかという問題を

ベルント：今回の展覧会をご覧になれば、マンガの部門は別と

考える必要があるのではないかということです。というのは、

して、生産の側は必ずしも日本的ではないということに気付

それを「 芸術 」と呼ぶかどうかは別として、日本のなかで出て

かれると思います。つまり、文化庁メディア 芸術祭の賞の対

きたある種の文化的な現象が、日本以外の国で受容されたと

象には外国人も含まれて、 日本人に限りません。その面で

きには、プロダクションとリセプションのふたつのレベルがあ

は、生産は日本側にあって、需要、消費などは海外にあると

│

│ Is it possible to see Media Geijutsu as a new cultural concept that goes beyond the bounds of Western modern "art"?

Japanese, I doubt we have anyone that can interpret

Japan a new type of cultural promotion or policy

between the languages of manga and modern art.

has been created. Should we be concerned that the

│

"Japaneseness" of Media Geijutsu might help define
Krajewski:

I also want to comment on the issue of

Japan in the future? Are things such as the terms

individuality and creativity, a topic I think today's

of production, location, discourse of production, and

session has addressed quite well. I believe there are

discourse of reception important? I understand that

two different approaches to looking at this issue. One

it is impossible to sort out all these matters, but I feel

is where artists use previously established language,

that they are all jumbled together for a reason.

for example, the vocabulary, syntax, characters and
I think that one of the problems we have here

Media Art sense, a world where the artists are trying

today is that we are talking about these things on

to create something new, to do something not yet

three different levels. On one level we have been

established in the canon of the field. Here there is no

talking about the term "Media Geijutu" as a symptom of

established language, although there may be some

certain developments, that the term has started to be

familiar recognitions and needs.

introduced in a way that tried to reflect a certain reality

One of the reasons I think manga is so appealing is
that it contains elements that we already know and can

of what is happening within media and culture on a
global level.
On the second level, we are trying to look at this

identify with. With Media Art, on the other hand, there

as if it were an instrument or a tool, in the context of

rather like a journey or a path to something new. But

the term being very much territorial and political in

I think there is an audience for this type of approach

nature̶especially when used by the Bunka-cho（Agency

to working with media and creating something not

of Cultural Affairs）.

already known and settled. This may be a bit of a

politics and strategic processes behind it.

simplification, but I think it is important to think about
these different branches of media art.
+

The third level concerns attempts to change the
defined term in ways that may be more productive or of
better use.

+

Saito:

As such, we also need to examine the

usage of what is still a very diffused and incompletely

Reception/Production Paradigm Shift
+

07 08 09│Q&A

are no preconceived ideas of where things will go; it is

+

04 05 06 │ Q&A

Zahlten:

01 02 03 │ Q&A

aesthetics associated with manga. The other is, in a

My name is Saito and I am from Meiji Gakuin

Part of the reason today's discussion is somewhat
complicated is because there is still a bit of confusion

University. Listening to these remarkably intriguing

about who is using this, although on two of the levels it

discussions has caused me to become a bit concerned

seems clear that it is already happening.

about whether it is necessary to think about the kind
of people are targeted by Media Geijutsu or by new

Berndt:

concepts. I ask this because in the past whenever new

at this exhibition you can see that production is not

types of cultural phenomena have emerged in Japan

always done in a Japanese style. That is, the recipients

（whether "fine art" or not）they

have been viewed outside

Aside from the category of manga, when we look

of Japan Media Arts Festival awards are not limited just

Japan in two ways, as production or reception. When

to Japanese but also include foreigners. In this regard,

manga or anime is received it is necessary to think

a theory to the effect that production takes place in

about the issue of reception̶that is, what was desired

Japan while demand and consumption take place

by foreign consumers rather than whether or not such

overseas cannot be established. Personally speaking as

manga or anime is "Japanese."

a resident of Japan, I would be very pleased if the Japan

As Professor Yoshioka pointed out earlier, when

Media Arts Festival could be developed as an venue for

this thing we in Japan refer to as Media Geijutsu

the kind of cross-disciplinary exchange that has been

is accepted outside of Japan and then returned to

attempted here.
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│「メディア芸術」を、西洋近代的な「 芸術」モデルを越える新たな文化概念として考えることは可能か？

いうことではなくなってしまいます。個人的にはこの場で試

しれない、実験的な部分です。一部重なるところもあります。

みた、あるいは始めた領域横断的な交流の場として、このメ

ファインアートの世界に受け入れられて美術館に展示されて

ディア芸術祭を展開できたら非常にうれしいです。例えばマ

いるような作品もたくさんありますが、そうではない部分も

ンガの世界を見れば、先ほども言ったように、ほとんどの人

「 2 ちゃ
あります。例えば今回は出てきていませんが、日本には

はひとつのタイプのマンガしか求めません。あるいは、それ

んねる 」というものがあり、すごくたくさんの人が集まって、

に沿ったようなアニメのタイプです。芸術まで視野に入れま

二次創作どころではなく、三次か四次か五次か六次か分から

せん。しかし、その辺のクロスボーダー的な交流が必要でしょ

ない、寄ってたかっていろいろなものをアプロプリエーショ

う。それは、生産者やクリエイターのためだけではなく、日本

ンして作ってしまうというものが出てくるかもしれません。そ

におけるリセプションのためでもあります。ほとんどないの

れを芸術と呼べるかどうかというところを扱っているので、

［PART1］

は、日本におけるそれぞれの世間や、趣味共同体を越える

ファインアートとしたら、どちらにしろマンガなどは入ってき

ようなディスカッションや 交流です。例えば、マンガの特徴

ません。ファインアートにあまりこだわってしまうと、結局

について、あるいはアニメの鑑賞について、世代間の交流も

あまり先に行かないような気がします。

あまりないでしょう。ですから、そういういろいろな意味で、

ですから、
「メディア芸術」とは何なのだという話をすると

［PART2］

もう少し広い日本国内の交流の場として、メディア芸術祭を

きに、ファインアートと言う言葉がパラレルに出てくるとい

展開できたらいいのではないかと思います。日本に住んでい

うことがちょっと気になりますが、その辺はどうでしょうか。

る者として述べさせていただきました。

例えば海外ではメディアアートはファインアートに繰り込ま
れるべきものと考えているのか、それともファインアートの

［PART3 ］

佐藤： ただ、これは今朝も少しお話ししたところですが、
やは

先にあって、それはファインアートに入ってくるかもしれない

り今の部門の問題は、展示も含めてもう少し何とかしなけれ

し、後から除外されるものも入ってくるかもしれないと考え

ば 交流になっていないという現状があります。このことは、

ているのか、そのあたりのところをむしろ海外の事例などお

マンガ研究と、そのほかの芸術学研究や表象文化論研究との

聞きしたいと思います。

間にもあることだとは思いますが、そこを何とか揺さぶって
ナダラヤン： ファインアートにはどのようなことが起きている

いくことができたらいいと考えています。

+

+

メディアアートはファインアートとして認知されるのか

+
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か、コンテンポラリーアートはどうなっているか。ところが、
同じプレーヤーがコンテンポラリーアートのリーダーでもあ

+

ると同時にメディアアートのリーダーとして見なされていま

草原： 早稲田大学の草原です。先ほどクラェフスキさんが

す。ナム・ジュン・パイクがいい例です。彼一人だけでなく、

おっしゃっていたことと関連して、また、午前中に私がひと

そのような人はほかにもいます。

つ言ったことと関連してです。「 芸術」というのがいろいろ

ですから、われわれは今後、
もっと inclusiveな、より複雑な

な種類の英語になって先ほどから出てきています。最後のプ

理解をメディアアートの実践に関して醸成すべきです。オブ

レゼンには Western modern art というものが出ていまし

ジェクト、そして経験がメディアアートの傘をかぶせて行われ

たし、fine art というものが 何回も出てきました。それから、

ることがあります。科学の歴史とのインタラクションもあり

contemporary art というのも出てきました。その辺のとこ

ますし、また、技術の発展も影響を与えます。そして、時とし

ろで、
「芸術」というのを英語の何に対応させるかというこ

てアーティストは新しい技術のリーダーたり得ることもあり

とによって、随分スタンスが変わってくると思います。

ます。

私自身、今朝、メディアアートがファインアートとイコール

われわれが今、取り組んでいることを、十分理解しきれて

かどうかというところから考えなければいけないと言った

いないと思います。欠けているところがたくさんあると思いま

のは、先ほどクラェフスキさんが言われたように、例えばビ

す。ファインアートとの対比ということで、後でまた話します

デオアートが出てきたときには、それはそれまでのファイン

（実
が、メディアアートはこれまでも決して別個のエンティティ

アートの枠が、その先にある、アバンギャルドというのはそう

体）
、別個の発展ではないと思います。アートの世界で起こっ

いう意味ですが、エクスペリメンタルなものとして出てきた。

ているものと切り離された存在ではありません。まず、これ

今、ここでわれわれが扱っているメディアアートというのは、

を頭に入れる必要があります。そして、これに早く気づくほ

今までのファインアートのカテゴリーには入っていないかも

ど、メディアアートの受容が良くなると思います。コンテンポ

│

│ Is it possible to see Media Geijutsu as a new cultural concept that goes beyond the bounds of Western modern "art"?

For instance, if we look at the world of manga, most

│

in an experimental zone and so might not yet be able

people prefer and seek out a single type of manga or

to be taken as fine art even if some aspects overlap.

anime that was created based on a particular type

Some pieces have been accepted by the world of fine

of manga rather than fine art However,cross-border

art, and many have been exhibited at museums, while

exchanges of manga and anime are going to become

others have not. Although this has not been mentioned

necessary because of their relations to reception,

during this session, I would like to use as an example

producers, and creators in Japan. This a topic that has

an internet forum we have here in Japan called "2
Channel" that allows users to collectively create pieces
through the appropriation of various other pieces.

generational exchange about manga characteristics

These pieces may not be understood as secondary

or the appreciation of anime.That is why I feel it would

creations or even as later tertiary or quaternary

be worthwhile for the Japan Media Arts Festival to

iterations. What we dealing with is whether or not such

develop more opportunities for broader exchanges

pieces can be called fine art, and if we do use the term

within Japan.

"fine art," then we should not include manga in the

01 02 03 │ Q&A

been little discussed outside of Japanese society or
hobby communities and there has been little cross-

are issues I covered a bit this morning.

we should not expect to see any further development.
Therefore, I am somewhat concerned that when we talk

place regarding this. We will have to have to work hard

about the nature of Media Geijutsu the term "fine art" is

on various issues, including the issue of exhibitions,

treated in a parallel manner. What do you think about

if we want to improve the situation. I think we need

this idea? For instance, is Media Art placed ahead of

to clarify this more as it seems to be a subject that

fine art in other countries, should it be included as a

falls between manga studies and other types of art or

subcategory of fine art, or should it be excluded after

07 08 09│Q&A

Currently, there is no valuable communication taking

initial acceptance? I would like to hear what some non-

formative cultural study.
+

04 05 06 │ Q&A

same category. If we stick to fine art exclusively then
Satow: Those

+

Japanese have to say about this.

+

Nadarajan:

Is Media Art Recognized as Fine Art?
+
Kusahara:

My name is Machiko Kusahara, and I am

I think that we need to acknowledge that a

lot of what you find in Media Arts actually developed in

from Waseda University. I would like to follow up

tandem, and sometimes in active interaction with, what

on something Krajewski mentioned earlier in about

was going on in the worlds of fine and contemporary

something I mentioned this morning having to do

art. Some of the same players who were leaders

with the various English terms for "Geijutsu." On

in Media Art were also acknowledged leaders in

the last screen we saw the terms "Western modern

contemporary art. Nam Jun Paik is a good example,

art," "fine art," and "contemporary art" all come up,

but not the only one.

some quite often, and this got me to thinking about the

I think that we need to start developing a much more

relationship between how the word Geijutsu is defined

inclusive and much more complicated understanding

and how the image of it is received.

of Media Art as a practice because, as a practice, in its

This morning I noted that we had to start thinking

objects and experiences, there are so many different

about whether or not Media Art can be considered to

things that are created under the umbrella of Media

be fine art. And as Krajewski mentioned earlier, the

Art. There are interactions with the history of science,

reason why I brought this up is because when video

with scientific discoveries, and with developments in

art is accepted as fine art it emerges ahead of the

technology that affects it. And sometimes artists are

fine art framework as construed thus far, that is, as

the leaders in developing the new technologies.

avant-garde or experimental material. The type of

I think that it is important to remember that Media

Media Art that we are dealing with right now is still

Art and its development never was separate from
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│「メディア芸術」を、西洋近代的な「 芸術」モデルを越える新たな文化概念として考えることは可能か？

ラリーアートのスペースで受け入れられやすくなると思いま

│

のは、非常に複雑な気分なのです。

す。これは非常に難しいことです。たくさんのコンテンポラ

これは、私にとって、アートとデザインの関係を考えさせ

リーアートのイベントもありますし、実は何もメディアアート

る非常に興味深い現象でした。あるいはより複雑に、アーティ

を見せていないようなイベントもあります。ビエンナーレに

ストがヴィトンのデザインをして、ヴィトンのアイテムが展示

ビデオが加わったのは実は随分後のことですね。ですから、

品の 一部になったときに何が 起きているのかということに

コンテンポラリーアートのキュレーター、オーガナイザーと

ついて、人々に無理やり考えさせるということは、メディア

して、どうやってメディアアートを扱っていいか全く分かっ

芸術的には、私たちがこうしたことを定義をしようとすると

ていないことがわれわれの課題だといえます。

きに重要ではないかと思っています。

もうひとつ、草原さんがおっしゃったことは非常に面白い
［PART1］
［PART2］
［PART3 ］

視点だと思います。ファインアートがメディアアートを測る

吉岡：申し訳ありませんが、最後の質問を受けて、終わりにし

ひとつの水準になっているというようなことをおっしゃい

たいと思います。

ましたが、メディアアートがファインアートのように人々

+

に認められるようにするにはどうしたらいいか。同じような

非西欧的な芸術概念に基づく創造性

ステータスが 欲しい、認めてほしい、より実験的な問題に取

+

り組んでもいいし、いろいろなやり方があると思いますが、

加須屋：大変面白い議論をありがとうございます。ベルントさ

常にファインアートに照らし合わせる傾向があります。です

んがおっしゃったように、私たちはポストモダン的な奇妙な

から、いわゆるレファレンスポイントを求めて、それに対し

世界に生きていて、その中で日本からの発信物 が「 本当？」

て自分の作品を測ろうということは不健康なことではないか

というような衝撃を与えているとすれば、私たちが西欧近代

と、私としては言わざるを得ません。

のいわゆる芸術概念を受け入れたとき、建前として受け入

+
+

れるのだけれども、本音の部分もまだ持っているという辺
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フータモ： いかにコンテクスト化するかが大きなポイントだと

りで、何か発信するときにためらいのなさや、徹底したラディ

思います。どのようなコンテクストの中でこれを体験するの

カルなディスプレイスメントのような衝撃が伝わるのかなと

かということが非常に重要です。例えばクリス・カニンガム

思ったというのが感想です。

のビョークのための有名なミュージックビデオ「 All is Full

ベルントさんは読者の身体的参加ということをおっしゃっ

of Love 」がベネチアビエンナーレでかかったときには、ファ

て、クラェフスキさんがインタラクティビティや、多様なコミュ

インアート作品として受け止められました。しかし、クリス・

ニケーションということをおっしゃっていました。その際に、

カニンガムの作品集を自分たちでDVDを買って見ている人た

あるフレームの中での決められたルールに従ったインタラク

ちは、ファインアートのことは全く考えていなくて、ただ面

ティビティ以外の、もっとフレーム自体を書き換える自由と

白くて重要な体験をすることができたと感じています。ある

いうか、可能性を持ったタイプのインタラクティビティが実

いは、MTVを観ているビョークのファンにとっては全く違う

現している例がもしあれば教えていただきたいということが

意味が出てくるだろうと思います。

ひとつです。

もうひとつ、日本のディスクールと関係してくるのは、村上

それから、クラェフスキさんのご発表は、まさにニューツー

隆が 2 年前に 大々的 な展覧会をロサンゼルスで開きました。

ルズを用いながら、人類学的なモデルを更新していくような、

その展覧会には特別なものがたくさん含まれていましたが、

非常に刺激的な内容でした。その際に、ポーランドは EU に

ものすごく特別だったのは、展覧会上であるMOCA（Museum

入ってヨーロッパの国となっていますが、ただしWesternで

Of Contemporary Art）の中にルイ・ヴィトンのブティックを作っ

はなく、Eastern あるいは Central European Country という

てしまいました。そこで実際にバッグやお財布など、村上が

ことで、今、問題になっている西欧的概念、西洋近代的な芸

デザインしたヴィトンアイテムを買うことができるという仕

術モデルから少し離れた立場に、もしかしたら立つことがで

掛けは非常に面白いジェスチャーだと思います。多くの人が

きるのではないか。非西欧性ということです。どうしてそうい

それを見てものすごく怒ってしまいました。普通は外の、出

うことを言うかというと、ポーランドの作家たちの作品を見

入り口の近くでお土産を売るのがミュージアムショップなの

ていると、むしろ技術的には大変シンプルなものを用いなが

に、ヴィトンのすごく高いアイテムを、自分の作ったデザイン

ら、その使い方は非常に意表を突くものであったり、非常に

オブジェクトを展覧会の会場の中で見せて売っていたという

効果的であったりということから、ものすごい創造性が生ま

│ Is it possible to see Media Geijutsu as a new cultural concept that goes beyond the bounds of Western modern "art"?

everything else that was going on in the arts. We

souvenirs.

need to acknowledge this,, and the faster we

I found this interesting because it really forces you to

acknowledge it the easier it is going to be for media

think about the relationship between art and design.

artists to be accepted into contemporary art canons

This case is especially complex because it involves an

│

and contemporary art spaces. This is going to be

exhibit by an artist that designs for Louis Vuitton where

difficult; many contemporary art events still do not

the artist's commercial design work has become part

show any media artists. Even video was a much later

of his exhibition. I think this example really shows how

addition to Biennales. Part of the challenge is that

we need to take context into account when we try to

contemporary art curators and art organizers have no

define the idea of Media Geijutsu.,

clue whatsoever about how to treat Media Art.
Yoshioka:

01 02 03 │ Q&A

The other point that Machiko raised, the question

I am sorry,I must finish this session, so this

about fine arts being the standard by which media arts

will be the last question. Kasuya-san, please.

is measured, is an interesting one. In my opinion, I

+

do not think that we should be looking at how we can

Creativity Based on Non-Western Art Concepts

+

+

and to be treated as fine arts. Although we want to

Kasuya:

+

have equal status and we want to be recognized as

As Berndt mentioned, we live in a strange postmodern

being more experimental, I do not think it is useful to

world, a world where people react to pieces from

seek cannons or reference points to measure our work

Japan by exclaiming "honto?"（"really?"）. If this is truly

against.

the case, then we should accept the modern Western

04 05 06 │ Q&A

make media arts can be made to seem respectable

Thank you for this very interesting discussion.

07 08 09│Q&A

concept of art（and public art）with its true intentions. I
Huhtamo:

I think that contextualization plays a huge

was under the impression that when something was

role,that is,the context in which these things are

exported the impact of the Japanese lack of hesitation

experienced is key to how they are received and

would be conveyed with it.

understood. For example, the famous music video by

Berndt had commented on the physical participation

Chris Cunningham for Bjork, All is Full of Love, was

of readers, and Krajewski talked about interactivity and

shown as an art installation at the Venice Biennale

diversified communication. Therefore, I would like to

where everybody took as a work of fine art. But it

know if we can have the freedom to convert the frame

is unlikely that the young people who buy DVDs of

itself to a different interactive frame in accordance with

Chris Cunningham's collected works to play it at

the rules determined by the frame? this was a tough one.

home probably ever think about it as fine art. And

The presentation made by Krajewski was very

when Bjork fans watch the video on music television

stimulating, especially the way anthropological models

it probably takes on a different meaning. Another

were used as new tools. Although Poland has joined the

brief example that links with Japanese discourse

EU and become a European nation, it is still an Eastern

concerns Takashi Murakami, Two years ago Murakami

or Central European nation rather than a Western

had a big exhibition in Los Angeles at the Museum of

nation. I wonder if art in Poland might be centered a

Contemporary Art with many special things on exhibit.

slight distance away from the Western concepts of art

Included as part of the show and inside the exhibit was

that are at issue here?

a Louis Vuitton store that sold purses and other things

The reason why I ask this is that when I look at

designed by Murakami for Vuitton. Many people were

the works of Polish authors I see the use of some

upset by this interesting and complex gesture because

quite simple techniques that have non-Western

they could not accept the idea of expensive designer

characteristics. These methods are very unexpected

goods for sale as part of the exhibition, even though

and effective, and in many cases, stunningly creative

they were accustomed to gift shops outside selling

and something which I pay special attention to. I would
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れてきている場合が多いように思って大変注目しているから

から、ポーランドらしい特別な文化的特色があるということ

です。そこで、非西欧的概念についてどうお考えかという 2

ではなく、恐らく現代の生活の一部にすぎないことだと思い

点をお願いします。

ます。

吉岡： 非西欧、西ヨーロッパ ではないということですね。ど

クラェフスキ： ポーランドのコミックスの展示会は完全にプラ

なたか短く反応していただければと思います。

イベートスペースで、例えば個人が 違法で占拠している空き
家や、アパートで行われていることが多いことを付け加える

［PART1］

クラェフスキ： メディアの環境はグローバルに見ると非常に似

べきだと思います。このようにアングラ的に隠れて流通して

ていると思います。アーティストは、例えば日本でも、西ヨー

いることによって逆に生き生きした大きなパワーになってい

ロッパでも、ポーランドでもテクノロジーに対して 同じアプ

るかと思います。

ローチを持っているのではないかと思います。ポーランドは

［PART2］

まだ発展途上であるところがあるかと思います。その意味で、

吉岡： ありがとうございました。そろそろ時間になりました。

メディアにおける本当の創造性については、まだ潜在的な可

最初の近藤長官のあいさつでもあったように、今日一日こう

能性が残されているところです。

いう議論をしたからといって、何か明確な結論が出るもの

ポーランドのメディア アートについて言えば、例えば助成
金などのサポートは受けていません。それから、従来からの

非常に集中した討議ができたと思いますし、今後、この分野

インスティテューションのサポートもありません。というのは、

での議論を継続していくという点では、非常に貴重な経験を

インスティテューションがそもそも足りないからです。メディ

共有できたと思います。参加者、パネリストの方、オーディエン

［PART3 ］

アアートに専念しているところの数があまりにも少ない。わ

スの方々、今日は朝の10 時からの長丁場にもかかわらずどう

れわれのセンターがそのような珍しい例ではないかと思い

もありがとうございました。それでは、これで終わりたいと思

ます。唯一、常にメディアアートに焦点を当て続けているの

います。

がわれわれのセンターです。このようなメディアにおけるク
リエーションは、条件ではありません。政府の助成や、どこ
かからの助成などの組織のサポートということが条件ではな
く、例えば個人があえてそのように取り組んでいく姿勢とし
て、テクノロジーを自分の関係性の中に織り込んでいくこと
が何であるのかということこそが、メディアアートの中で一
番大事ではないかと思っています。すなわち、依然として非
常に生き生きとした現象なのではないか。そして、これはイ
ンスティテューションのサポートが ないことによる特性かも
しれません。

ベルント： ポーランドのコミックやマンガも同じだと思います。

私がポーランド に行く資金を得ることができたとき、スポン
サーからは、何かポーランドのマンガが特別であることを証
明してほしいと言われました。しかし国や 文化を越えた流れ
を示すのは難しいです。例えばロシアと違って、ポーランドは
グラフィックアートやコミックの伝統があります。そして、プロ
パガンダにも長い間それが使われたことがあります。ただ、
コミックはフェスティバル以外には特別なものはありません。
また、
マンガに関しては読者層が非常に少ないのですが、ポー
ランドの中にポーランド 語で翻訳をしている人もいますし、
ポーランド語でグラフィックを表すという人もいます。です
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ではないと思います。ただ、僕が予想していたよりもずっと、

│

│ Is it possible to see Media Geijutsu as a new cultural concept that goes beyond the bounds of Western modern "art"?

like to hear some opinions about these two points.

│

Polish. Still, there are people in Poland that go to the
trouble of translating works into Polish and rendering

Yoshioka:

You mean, regarding non-Western countries

onomatopeia that are not too culturally specific into

and non-Western Europe? Can anyone explain this in

Polish. These works are more about contemporary life

simple terms?

in the media environment than they are about Polishness.

Krajewski: I

am not sure if I can answer this very
I think it is important for our art that many

Krajewski:

it a try. I believe that Media Art in that kind of

exhibitions and presentations, especially of Polish

media environment is global in nature, that artists

comics, are totally private initiatives that take place

in countries such as Japan, Poland and the rest of

in private flats or independent spaces, including in

Western Europe tend to have the same approach in

squats. Despite there not being much in the way of

the use of technology. Of course other possibilities

well established organizations or institutions besides

for media creativity are likely to be found in other

the Lodz Festival, comics remain a very vivid art form
in Poland, and I think that is the real power behind

What is important to remember about Polish Media

them and why they remain an underground or second

Art is that it is a phenomenon that is not supported by

cultural movement.

04 05 06 │ Q&A

countries, especially in underdeveloped countries. So,I

01 02 03 │ Q&A

complicated and complex question, but I will give

any grants or existing institutions: there are no such
institutions in Poland exclusively devoted to Media

Yoshioka:

Art. I think the WRO Art Center is very rare example

Commissioner Kondo mentioned in his opening

of an institution devoted to Media Art,, perhaps the

remarks, we will not be able to reach any clear

only one that is really focusing on it. It is important

conclusions, even after the comprehensive discussions

to remember that this type of media creation is

we had today. However,I believe our discussions ended

truly something that is not conditional on grants

up being more intensive than I expected. In terms

and institutional support. And I think this lack of

of the ongoing questions in the field,I think this has

Thank you. It is time to call it a day. As

been a remarkably important experience that we have
shared. Thank you so much for attending, participants,

its use of technology.

panelists, and audience. I know it has been a long day.

07 08 09│Q&A

institutional support is the most important reason that
Media Art has been able to maintain its individuality in

We will conclude here.
Berndt:

The same applies to comics and manga in

Poland. I was lucky enough to get some money to
travel to Poland where of course the sponsors wanted
me to prove that there is something special about
manga in Poland（proving this in Poland about manga or
about Polish manga? ） But

that is something very difficult

to prove because the trans-cultural elements or
transnational flows are much more important than
local traditions and influences. Also,although Poland
has a strong tradition of graphic arts and comics,
for many years these were used in the service of
state propaganda. And these days print runs are
small, as is the readership of manga, and there is
no real institutional support besides the festival in
Lodz. So manga remains more international and less
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あとがき
世界メディア芸術コンベンションを終えて

─
吉岡洋

その本性の善し悪しとは別に、人間のなかには、無口で控えめな

感に感知したものと言えるからである。だからこの言葉をひとつの

人もいれば、何にでも口を挟むうるさい人もいる。同様に、言葉の

手かがりあるいは徴候として、地域や分野を異にする人々と議論し何

なかにもそうした性格の違いのようなものが認められ、自足した物

らかの問題を共有しようと努力することは、無駄ではないと考えた。

静かな言葉もあれば、落ち着かない耳障りな言葉もある。そして少

現実問題としては、依頼された 昨年11月以降極めて短期間で準備

なくとも現代の日本語においては「メディア」も「 芸術 」も共に、どち

をしなければならず、自分が抱えている他の仕事と同時進行で本コ

らかというと後者、つまり耳障りな方の部類に属すると言わざるを

ンベンションの計画を進めてゆくのは、2003 年に「 京都ビエンナー

えないだろう。

レ 」のディレクターをつとめた時以来の猛烈な忙しさであった。そ

だが同様に「うるさい」言葉とはいえ、
「メディア」と「芸術 」とで

れでも結果的にこの催しが「メディア芸術 」という問題を真正面か

は、その「うるささ」の方向性が大きく異なる。「メディア」は未来の

ら取り上げるはじめての貴重な機会となり、極めて活発な議論の場

方を向いており、拡大志向である。情報やコミュニケーションに関

となることができたのは、諸事多忙ななかを世界中から東京に集

わる新たな状況はたいてい「メディア」を使って名指すことができる

まってくれたゲストスピーカーの方々、共に計画を練るのに協力して

し、それどころか「 言葉 」や「身体」ですら、ある意味では「メディ

くれた日本在住の同僚たち、当日長時間にわたる討議を熱心に聴講

ア」である、と言うことすら可能である。それに対して「芸術 」は過

し議論にも積極的に加わってくれたオブザーバーの方々、そして事

去の方を向いており、自らを他のものから価値的に区別しようとす

務局を担当してくれた富士通総研のスタッフのおかげである。このコ

る強い志向を持つ。「芸術」はたしかに "fine art" の訳語ではあるの

ンベンションに協力していただいた全ての方々に深く感謝したい。

だが、欧米における"fine art"が 20世紀において経験した様々な文

「メディア芸術 」をめぐる議論は今後、どのような方向に進んで

化的領域侵犯や概念的爆発の痕跡、つまりダダやシュールレアリス

ゆくだろうか。それは、容易に予測することが難しい。だがどんな

ムにはじまる"fine art"の前衛的意味は、日本語の「 芸術 」という語

議論が発展するにせよ、グローバル化した世界の将来においては、

においてはかなり希薄なのである。

経済や産業における国家間の競争ではなく、むしろ文化的経験のト

こんなふうに真逆の方向をむいたふたつの言葉を合体させた「メ
ディア芸術 」という表現が、すんなりと人々に受け入れられないの

じて今回のような国際的議論の場がますます必要とされることは、

は少しも不思議なことではない。
「メディア芸術 」とはいわばキメラ

少なくとも疑い余地のないこととして確信できるのである。

のような言葉、というよりも『ドリトル先生 』に出てくる「 オシツオ
（Pushmi-pullyu）のような言葉なのである。
「オシツオサレツ」
サレツ」

は胴体の前後に頭がついたシカのような動物であり、ふたつの頭が
反対の方向に進もうとするので、立ち往生してしまう。それは「メディ
ア芸術 」という言葉が現在陥っている困難とどこか似ている。けれ
ども「オシツオサレツ」には優れた点もあり、それは片方の頭が眠っ
ている時もう片方は目覚めているので、状況の変化にとても敏感だ
というところである。
「メディア芸術」という日本語の中には、たしかに少し人をいら立
たせるような響きがある。またそれが、自然発生的に使われはじめ
た表現ではなく、文化庁の催しや法律の中で規定されたいわば「 官
製 」の言葉であることに、抵抗感をおぼえた人も少なくないようで
ある。かく言うわたし自身もそのひとりであったのだが、それでも
この会議の企画に関わった理由は、どのような経緯でこの言葉が使
われはじめたにせよ、それは現在私たちを取りまく文化状況におい
て世界的規模で生じている変化を、日本という視野から、ある種敏
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ランスナショナルな共有がその重要性を増してゆくこと、それに応

On Media Geijutsu 2011
Postscript to the International Convention on Manga, Animation, Game and Media Art (ICOMAG) 2011

─
Hiroshi Yoshioka

Regardless of whether their intentions are good or bad, there

for that reason, so a question might be, why am I involved

are people who are taciturn and quiet, and others who break

now? However the term came to be, we with a Japanese

in nosily on everything. Something similar is true of words.

perspective sensed delicate, global-scale changes in the

There are quiet, self-effacing words, as well as unpleasant,

cultural circumstances around us. I thought it would not be

unsettling ones. At least in the modern Japanese language,

useless to make an effort to discuss and share issues with

we must say that both "media" and "geijutsu（art）" belong

people from different places and fields, using the term as a

among the latter, falling into the category of the unwelcome.

clue or indication.

Even if they are "noisy" words, however, there is a stark

In reality, I had very little time to prepare, only since last

difference in the orientation, direction, of "media" and

November, when I was asked to work on the project. Because

"geijutsu." "Media" faces forward, into the future, and is

I had to plan the convention in parallel with my other work,

expansive. New circumstances related to information and

I was fiercely busy – as much as when was director of the

communications can readily be accommodated by using

Kyoto Biennale in 2003. Nevertheless, this was the first real

"media." Even language and the body are themselves "media"

opportunity to take up the challenge of Media Geijutsu and

in a manner of speaking. In contrast, "geijutsu" looks to

it turned out to be a valuable one. This is fully attributable

the past and with a strong inclination to distinguish itself

to our guest speakers from around the world who came to

from other things in terms of value. "Geijutsu" is certainly

Tokyo despite their busy schedules, to my colleagues in Japan

a translation of the English term "fine art," but the violation

who cooperated in planning the event, to those who listened

of cultural domain and conceptual explosion that "fine art"

attentively to the many hours of discussions and actively

in the West experienced in the 20th century – that is to say,

took part in the talks, and to the staff of the Fujitsu Research

the avant-garde aspects of "fine art" starting with Dada

Institute, which served as our secretariat. I express my deep

and surrealism – are largely absent in the Japanese word

appreciation to each of you.

"geijutsu."
It is no wonder at all that the expression Media Geijutsu,

Where – in what direction – will discussions on Media
Geijutsu go from here? That is not easy to predict. But

a grafting of two truly conflicting words, cannot be easily

whatever the developments, in a globalized world what will be

accepted by people. Media Geijutsu is a chimera, or, more

increasingly important is the transnational sharing of cultural

accurately, a Pushmi-pullyu from in "The Story of Doctor

experiences, instead of economic and industrial competition.

Dolittle." A Pushmi-pullyu is a deer-like animal with two

Flowing from that, we may at least be certain, will be the

heads, one at the front and one at the back. The heads want to

increasing need for international conversations such as this.

go to opposite directions and, when they try, the animal goes
nowhere. The situation is not unlike the conflict within the
term Media Geijutsu. One good point about the Pushmi-pullyu,
however, is that it is very alert to changing circumstances,
because, while one head sleeps, the other is awake.
Media Geijutsu is somewhat grating in Japanese. The sound
offends. It gets on people's nerves. People tend also to resist
it because it was "government-manufactured." It did not
arise naturally but was prescribed by the Agency for Cultural
Affairs and enshrined in law. Indeed, I myself objected
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+

+

（『美術フォーラム 21 』20 号）など。共訳書にジェフ
真論─肖像写真の転生 」

［PART1］

+

+

（青弓社、2010 年）など。単著と
リー・バッチェン『写真のアルケオロジー』

して『トポグラフィの日本近代（仮題）』を青弓社より 2011年に出版予定。

Presenter+Moderator［PART3］

+

（『 映像学 』第 71 号、2003 年）、
─横浜写真 と19 世紀後半の視覚文化」
「 擬写

+

吉岡洋

+

+

［PART2］

1956 年京都府生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程満期退学。京

+

都大学大学院文学研究科教授。専門は美学芸術学、情報文化論。著書に『情
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（新曜社、
1993 年）
報と生命―脳・コンピュータ・宇宙』
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+

（講談社、
1997 年）、訳書に H・フォスター『反
雑系・電脳空間・アフォーダンス』

ポール・ブーイサック

+
+

美学』
、M・ポスター『情報様式論』、Ｂ・マズリッシュ『 第四の境界 』など。

1934 年フランス生まれ。1962 年から1999 年までトロント大学フランス語

その他、編集活動や、現代美術・メディアアートの企画にも関わってきた。

学部で教鞭をとり、現在同大学ヴィクトリア・カレッジ名誉教授。ニュー

（ 京都芸術センター、2000-2003 ）編集長。
批評誌『ダイアテキスト』
「京都ビエ

ヨーク大学（1980 年）、インディアナ大学（1983 年）、インドネシア大学（1992

ンナーレ 2003」
「岐阜おおがきビエンナーレ 2006」総合ディレクター。

年）にて非常勤教授。欧州、アジア、北米および中南米で記号論を教授。

+

+
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+

オランダ人文社会科学高等研究所（1972 年 -1973 年）
、J.S.グッゲンハイム基金
（1973 年 -1974 年 ）
、コノート基金（1988 年 -1989 年）、キラム基金（1989 年-1991年）か

+

ら研究奨学金を授与される。またカナダ社会・人文科学研究会議、ウェン

エルキ・フータモ

ナー・グレン人類学研究財団から助成金を授与される。
『サーカス─ア

1958 年フィンランド、ヘルシンキ生まれ。博士号取得（文化史）。米国カリ

（せりか書房、1977 年、1984 年）
、
『Semiotics at
クロバットと動物芸の記号論 』
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フォルニア大学ロサンゼルス校教授（メディア史・メディア理論）

（2010 年）等、ジェスチャーの記号論、旧石器時代の岩絵、お
the Circus 』

チであるメディア考古学に関する先駆者として著書多数。覗きからくり、

よび動物のコミュニケーションなどを題材とした本、モノグラフ、論文

立体視、スクリーン（遮蔽物）の概念、移動パノラマ、電子ゲーム、モバイ

（オック
を英語と仏語で執筆してきたほか、『Encyclopedia of Semiotics』

ルメディアの研究にメディア考古学のアプローチを応用。同氏はまた、メ

スフォード大学、1998 年）など記号論に関するいくつかの書籍を編纂した。退

ディアアーティスト達がメディア考古学的な要素を自身の作品にいかに融

職後は、オンラインジャーナルや情報掲示板などから成る、記号論研究

合させるかというテーマで執筆活動を行ってきた。最新著書は、近日刊行

のためのオープンソースのウェブサイト（http://www.semioticon.com）を開発

予定の大規模なモノグラフ『 Illusions in Motion: A Media Archaeology

（1970 年）
した。仏語で執筆した文芸作品『 Les demoiselles 』
『
、Strip-tease

of the Moving Panorama and Relates Spectacles 』。 共 編に『 Media

（ 2004 年 ）、
（近日刊行）が 出
de Madame Bovary 』
『Les chevaux d'Apollon』

（カリフォル
Archaeology: Approaches, Applications, and Implications 』

版されている。

ニア大学出版局 、2011 年）
。シリーズもののテレビ番組の台本執筆、演出にも携
（ フィンランド放送協会（YLE）、
わる。そのうちの1 本「 The Empire of Monitors 」

シュテファン・リーケレス

1992年-1993 年）は日本のメディア文化を取り上げたものである。
これまでに、

1976 年ドイツ、レオンベルク生まれ。フンボルト大学およびベルリン工科

いくつかの国際メディアアート展をキュレーションしてきた。

大学から修士号取得（文化研究ならびに音声コミュニケーション学）。ベルリン在住

前川修
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ある。
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外国人特別研究員として明治学院大学（東京）言語文化研究所特別研究員。
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画研究／ヨハネス・グーテンベルグ大学（ドイツ））。現在、日本学術振興会（JSPS）の

（青弓社、2010 年）など。
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ヨーロッパ大衆映画などをテーマとする著書がある。世界という概念の

1966 年京都府生まれ。京都精華大学デザイン学部准教授。1996 年 M.A. in
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（芸術学／同志社大学）
。専門は芸術学・視覚文化論。近代日本における風景／

and the New Paradigms of the Medium of History 』
［ 森田團編『歴史

トポグラフィの社会的機能について研究するかたわら、遺影写真などの

（未來社、2011 年）
哲学の仮晶（The Metamorphosis of the Philosophy of History）』

ヴァナキュラーな視覚文化も研究。論文に「《オールド・ジャパン》の表象

所 収 ]、『Meta-, Hyper-, Inter-, Super-. Anime, World Creation and

Profile

+

+
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various visual devices linked to photography and the various uses
of photographs（including ghost photographs, commemorative photographs,

+

+
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and judicial photographs ）
. He

authored Konseki no kogaku: Walter

Benjamin no "shikakuteki muishiki" ni tsuite（ The optics of traces:

+

+

Hiroshi Yoshioka

on Walter Benjamin's "optical unconsciousness"（
）Kyoto: Showado, 2004 ）and

coauthored Shinrei shashin wa kataru（ What ghost photographs speak）

Born in Kyoto in 1956. Hiroshi Yoshioka studied philosophy and

（edited by Hirotaka Ichiyanagi ）
（Tokyo: Seikyusha, 2004） .

aesthetics at the Graduate School of Letters of Kyoto University.

His academic

papers include "Dejitaru ga sashishimesu mono: dejitaru shashin

He is now Professor at that Graduate School. He specializes in

shiron"（ What the digital is pointing to an essay on digital photography）（Shashin

aesthetics, art theory and information culture. He authored Joho

kukan [Photo space] no. 2 [2008] ）, "The

to seimei: No,

kompyuta,uchu（ Information and life: the brain, computers,

and the universe）
（Tokyo: Shin'yosha, 1993）and

（Aesthetics, no.9 [2000] ）
. He

Panorama and Its Subject"

co-translated Geoffrey Batchen's Burning

with Desire（Tokyo: Seikyusha, 2010 ）.

"Shiso" no genzaikei:

Fukuzatsukei, dennokukan, afodansu（The present tense of thought:

+

complex systems, cyberspace, and affordance theory（
）Tokyo: Kodansha, 1997）.

Moderator

+

He has also published Japanese translations of such works as

+

Hal Foster's The Anti-Aesthetic, Mark Poster's The Mode of

Morihiro Satow

+

Information, and Bruce Mazlish's The Fourth Discontinuity. He has

Born in Kyoto, Japan, in 1966. Morihiro Satow is Associate Professor

served as editor of critical journals and been involved in planning

of Art History and Visual Culture at Kyoto Seika University's Faculty

various contemporary art and media arts events. From 2000

of Design. He obtained an M.A. in Liberal Studies/East Asian

through 2003, he was editor of Diatxt., the quarterly on art and

Studies from Columbia University in 1996 and a Ph.D. in Art Theory

culture from the Kyoto Art Center. He was general director of the

from Doshisha University in 2005. His main research interest is

Kyoto Biennale 2003 and of the Ogaki Biennale

2006（held in the city of

the social function of landscape and topographic representations
in modern Japan. He is also interested in vernacular images,

Ogaki, Gifu Prefecture）.

+

+

especially mourning photography. His papers in English include

+

Soseki"（Impressions: The Journal of the Japanese Art Society of America, no. 30

"Photography, Handwriting and Memory in the Obituary of Natsume

Presenter

+
Erkki Huhtamo

[2009] ）
, and

Born in Helsinki, Finland, in 1958. Erkki Huhtamo holds a Ph.

Visual Culture of the Late 19th Century"（Iconics: International Studies of

D. in Cultural History and works as Professor of Media History

the Modern Image, vol.8 [2005] ）. His

and Theory at UCLA. He has published extensively on media

Topography and Japanese Modernity（ Tokyo:Seikyusha, forthcoming in

archaeology, an emerging approach he has pioneered. Professor

2011; in Japanese ）.

Huhtamo has applied this approach to peep media, stereoscopy,
the notion of the screen, the moving panorama, electronic games

"Representing'Old Japan': Yokohama Shashin and the
upcoming book is tentatively titled

+

+

［PART2］

and mobile media. He has also written about how media artists

+

have integrated media-archaeological elements into their works.

Presenter

+

Professor Huhtamo most recent books are the forthcoming large

+

monograph titled Illusions in Motion: A Media Archaeology of

Paul Bouissac

the Moving Panorama and Relates Spectacles, and the co-edited

Born in France in 1934, Paul Bouissac is Professor Emeritus at

+

collection Media Archaeology: Approaches, Applications, and

the University of Toronto（ Victoria College）where he taught in the

Implications（University California Press, 2011）. In addition, Professor

French Department from 1962 to 1999. Bouissac held also Adjunct

Huhtamo has written and directed television series, including one
about Japanese media culture, titled The Empire of Monitors（YLE,
Finnish National Television,1992-93 ）and

curated several international

media art exhibitions.

Professorship at New York University（1980）, Indiana University
（1983）Universitas

Indonesia（1992）and lectured on semiotic topics in

Europe, Asia, and the Americas. He received research fellowships
from The Netherland Institute for Advanced Studies（1972-1973） , The
J.S.Guggenheim Foundation（1973-1974） , the Connaught Foundation

Osamu Maekawa

（1988-1989）and

the Killam Foundation（1989-1991）as well as grants

Born in Saga Prefecture in 1966. Osamu Maekawa completed the

from the Social Sciences and Humanities Research Council of

coursework of the Ph.D. program at the Graduate School of Letters

Canada and the Wenner-Gren Foundation for Anthropological

of Kyoto University in 1996 and received a Ph.D. from that university

Research. His publications in English and in French include books,

in 1999. He is now Associate Professor at Kobe University's

monographs, and articles dealing with the ethnosemiotics of the

Graduate School of Humanities. He specializes in visual culture

circus（e.g., "Circus and Culture", 1976, 1985, "Semiotics at the" "Circus", 2010）

studies, art theory, and photography theory. He is researching

and the semiotics of gestures, palaeolithic rock art, and animal

post-19th century visual culture and is focusing particularly on the

communication. He edited several volumes on semiotic topics
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the Role of Film Festivals』[Eija Niskanen 編『Imaginary Japan:
Japanese Fantasy in Contemporary Popular Culture』（International

年、スペイン語訳版、1996 年）
。共編著に『 Reading

Institute for Popular Culture（フィンランド、トゥルク）、2011年）所収 ] など。

（ライプツィヒ、2006 年）
Perceptions of Japanese Comics 』
。編著に和英二ヶ

+

国語による『 世界のコミックスとコミックスの世界／ Comics Worlds

+

in-the-world.html ）な ど。そ の 他 の 論 文、著 書 に つ い て は、http://berndt.

（ 京都、2010年、http://imrc.jp/lecture/2009/12/comicsand the World of Comics 』

+

ehoh.net/ を参照。

Presenter

+

+

ピョートル・クラェフスキ

1956 年ポーランド、ヴロツワフ生まれ。ヴロツワフ大学社会学部（文化理論）
卒。WRO 国際メディアアートビエンナーレの創設者兼アートディレクター
であり、WRO アートセンターのチーフキュレーターも務める。ポズナン美
術アカデミーインターメディア学部上級講師。ヴロツワフ大学歴史教育科
学学部上級講師。メディアアート、新技術が文化に及ぼす影響、およびビ
デオアート史にかかわる著書を多数執筆。
最近の著作では、ポーランドの古典的ビデオ作品をキュレーションした

DVD 集『 The Hidden Decade. Polish video art 1985-1995 』が 2010 年
12 月に刊行された。近年キュレーションを手掛けたものに、ミロスワフ・
バウカ、ロベール・カエン、ズビグニエフ・リプチンスキ、パヴェウ・ヤニ
ツキ各氏による展覧会などがある。今後キュレーション予定の展覧会に、
（WRO2011
2011 年 5 月ヴロツワフにて開催予定の「The Alternative Now」
ビエンナーレの一環）
、
2011年10月にベルリン美術アカデミーで開催予定の「ブ
（ミクロ−シュ・ペテルナ−ク教授との共同キュレー
リックヴェクセル - Image Shift」
ション）がある。

グナラン・ナダラヤン

1965 年シンガポール生まれ。ペンシルバニア州立大学のカレッジ・オブ・
アーツ・アンド・アーキテクチャーにて芸術学教授ならびに副学部長（ 研究・
大学院教育担当）を務めた後、現在、米国メリーランド・インスティテュート・

カレッジ・オブ・アート（MICA）研究担当副学部長。著書に『 Ambulations 』
（2000 年 ）、
『Construction

Manga: Local and Global

+
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（ 編 著、2004 年 ）、『Contemporary Art in
Site 』

（共著、2007 年 ）
Singapore 』
、
『 Place Studies in Art, Media, Science and

Technology: Historical Investigations on the Sites and Migration of
（ 共 編、2009 年 ）、
（ 共 編、
Knowledge』
『 The Handbook of Visual Culture 』

2010 年）など。これまでに 20の国際展 をキュレーションし、代表的なもの
（シンガポール）、
（ジョグジャカルタ）
に「 Ambulations 」
「180KG」
、
「 Negotiating
（オークランド）
（ソウル）
（メ
Spaces 」
、
「media_city 2002 」
、「DenseLocal 」
キシコシティ）がある。また「 Documenta

（ドイツ、カッセル）
XI 」
、
「 Singapore

（2006 年）では協力キュレーターを務めたほか、
（ヘ
Biennale」
「ISEA2004 」
ルシンキ／タリン）
、
「transmediale

（ベルリン）、
（サンノゼ）、
05」
「ISEA 2006」

FutureEverything Festival（マンチェスター）など多くの国際展で審査員を
務めた。
「岐阜おおがきビエンナーレ 2006 」の共同芸術監督、シンガポー
ルでの「ISEA 2008 」の芸術監督。2004 年に英国王立芸術協会フェローに
選出される。
ジャクリーヌ・ベルント

1963 年ドイツ生まれ。ドイツ、ベルリン・フンボルト大学から博士号（美
学） 取得後、来日。以来、芸術学およびメディア論を日本語で教授し、現

在に至る。2009 年、京都精華大学マンガ学部教授（マンガ理論）。同大学マン
ガ研究科長兼京都国際マンガミュージアム内の国際マンガ研究センター
副センター長。専門は、コミック・マンガの美学、現代日本における「芸
術 」、アニメーション研究。日本マンガ学会理事。著書に、
ドイツ語では
初のマンガに関する総合的なモノグラフ『 Phänomen Manga. Comic-
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（ベルリン、1995
Kultur in Japan（マンガという現象─日本におけるコミック文化）』

including the Oxford University "Encyclopedia of Semiotics"（1998） .

1995 has been published in December 2010, and includes set of

After his retirement Bouissac developed an Open Source website

dvd's with curatorial program of classical polish video works.

for semiotic study（http://www.semioticon.com ）which includes

Among most recent exhibitions curated by Mr. Krajewski are shows

several journals online and information bulletins. His creative

by Mirosław Bałka, Robert Cahen, Zbig Rybczynski and Paweł

writings are published in French: "Les demoiselles"（1970）,

Janicki. The furthcoming exhibitions he curates are The Alternative

"Strip-tease de Madame Bovary"（2004）,"Les chevaux d' Apollon

Now（in the framework of WRO2011 Biennale, May 2011, Wroclaw）, and
Blickwechsel - Image Shift（co-curated with Prof. Miklos Peternak）at Art

（*forthcoming） .

Academy Berlin scheduled for October 2011.
Stefan Riekeles
Gunalan Nadarajan

Born in Leonberg, Germany in 1976. Stefan Riekeles is a curator
who lives in Berlin. He has been the Programme Director of the

Born in Singapore in 1965, Gunalan Nadarajan, an art theorist and

International Symposium on Electronic Art 2010（ ISEA2010 RUHR）

curator , is Vice Provost for Research at MICA（Maryland Institute College

and curated exhibitions for transmediale festival for art and digital

of Arts）.Prior

culture Berlin and others. His most recent project is Proto Anime

Associate Dean for Research and Graduate Studies at the College

Cut, an exhibition about Japanese animation artists. He holds an

of Arts and Architecture, Penn State University. His publications

M.A. in Culture Studies and Audio Communication Science from the

include Ambulations（2000）, Construction Site（edited;2004）and

Humboldt University and the Technical University in Berlin.

+

Contemporary Art in Singapore（co-authored; 2007）, Place Studies

+

in Art, Media, Science and Technology: Historical Investigations

+

Handbook of Visual Culture（co-edited; 2010 ）. Gunalan has curated

on the Sites and Migration of Knowledge（co-edited; 2009 ）and The

Presenter+Moderator

+
Alexander Zahlten
Born in Madison,

Wisconsin（USA）in

to joining MICA, Gunalan was Professor of Art and

twenty international exhibitions including Ambulations（Singapore）,
180KG（Jogjakarta）, Negotiating Spaces（Auckland）media_city 2002

1973. Alexander Zahlten

received a Ph.D. in Film Studies from the Johannes Gutenberg

（Seoul）and

DenseLocal（Mexico City ）. He was contributing curator

University in 2007. He is currently a JSPS postdoctoral research

for Documenta XI（ Kassel,Germany ）, the Singapore Biennale（2006）and

fellow at Meiji Gakuin University in Tokyo. Dr. Zahlten has published

served on the jury of a number of international exhibitions, like ISEA

on topics such as the relationship of anime and politics, Pink Film,

2004（Helsinki / Talinn ）, transmediale 05（ Berlin）,ISEA 2006（San Jose）and

and popular European cinema. He was one of the directors of

FutureEverything Festival（Manchester） . He was Artistic Co-Director

Nippon Connection, the largest festival for film from Japan in the

of the Ogaki Biennale 2006 and Artistic Director of ISEA 2008 in

world, from 2002-2010. Currently he is working on a book about

Singapore. In 2004, he was elected Fellow of the Royal Society of

the implications of the media mix strategy for the concept of world.

Art.

Forthcoming publications include: "Brand New Worlds. Confusio,
Jaqueline Berndt

Commixtio and the New Paradigms of the Medium of History," in
Dan Morita, ed., Rekishi tetsugaku no kashô（The Metamorphosis of

Born in Germany, in 1963. After receiving her Ph.D.（ in Aesthetics）

the Philosophy of History（
）Tokyo: Miraisha, 2011）and

from Humboldt University Berlin, Germany, Jaqueline BERNDT

"Meta-,Hyper-,Inter-,

Super-,Anime,World Creation and the Role of Film Festivals,"

went to Japan and has been teaching art theory and media studies

in Eija Niskanen, ed., Imaginary Japan: Japanese Fantasy in

in Japanese since then. In 2009, she became Professor of Comics/

Contemporary Popular Culture（Turku: International Institute for Popular

Manga Theory at the Faculty of Manga, Kyoto Seika University. She

Culture, 2011）.

'

+

is director of the Graduate School of Manga Studies, KSU, as well

+
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+

Center which is located at the International Manga Museum

+

Kyoto. Her research interests include aesthetics of comics/
manga, art discourse in modern Japan, animation studies. She

Presenter

+

as deputy director of the KSU's International Manga Research

+

is a board member of the Japan Society for Studies in Cartoons

Piotr Krajewski

and Comics. She published the first comprehensive monograph

Born in Wrocław, Poland, in 1956, Piotr Krajewski graduated in

on manga in German, Phänomen Manga. Comic-Kultur in Japan

theory of culture at Wroclaw University, Social Studies Department.

（Berlin 1995, Spanish transl. 1996）
,co-edited

Reading Manga: Local and

He is founder and artistic director of WRO Media Art Biennale

Global Perceptions of Japanese Comics（Leipzig 2006 ）, and edited the

and cheef curator of WRO Art Center. He is senior lecturer at the

bilingual volume Comics Worlds and the World of Comics（Kyoto 2010;

Fine Arts Academies in Poznan, Department of Intermedia. and in

http://imrc.jp/lecture/2009/12/comics-in-the-world.html ）. For

Wroclaw Department of Art Education. He has published extensively

publications see http://berndt.ehoh.net/

more

about media art, cultural impact of the new technologies and
history of video art.
His most recent book The Hidden Decade. Polish video art 1985-
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